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公開セミナー
動物介在療法・活動・教育の現状と未来
9月24日（日）　10：00～12：00、第 1会場　

　主催：私立獣医科大学協会・動物介在療法教育研究委員会

総合司会：樋口　誠一（北里大学）、湯川　眞嘉（日本大学）
１．動物介在教育とは―発達心理学の観点から―

柿沼　美紀（日本獣医生命科学大学）
２．広汎性発達障害に対するイヌを用いた発達支援の実施とその効果
　―行動および心理尺度による検討―

椛島　大輔（麻布大学）
３．動物介在に利用する動物について

湯川　眞嘉（日本大学）
４．動物介在療法専門家レベルと資格基準として求められるもの

樋口　誠一（北里大学）

臨床分科会主催シンポジウム
ガンはどこまで治せるようになったかー先端的治療法開発の現状を探るー

9月23日（土）　13：00～15：30、第 3会場　

座長：田浦保穂（山口大学）、松田　浩珍（東京農工大学）
１．革命的ガン治療の実際（シンポジウム企画主旨）

松田　浩珍　（東京農工大学）
２．KITミュータントからKIT標的薬によるヒトGISTの治療へ

北村　幸彦　（塩野義製薬）
3．白血病の適切な治療のために何が必要か

中畑　龍俊　（京都大学）
4．頭頸部癌に対する超選択的動注化学療法

古阪　徹　（日本大学）
5．イヌ肥満細胞腫の先端的治療法確立に向けて

田中　あかね　（東京農工大学）
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日本実験動物医学会教育講演
米国の実験動物医学専門医事情

「Diverse Opportunities and Challenges of Veterinarians in Biomedical Research」
9 月22日（金）　16：00～18：00、第 2会場　

座長　安居院高志（北海道大学）
〇　Akiko SATO, VMD, DACLAM
（University of California Riverside）

日本比較薬理学・毒性学教育研究集会
「血管異常収縮（攣縮）の分子機構の解明～分子標的治療薬の開発を目指して～」

9月23日（土）　10：30～12：00、第 5会場　
〇　小林　誠　（山口大学）　　
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A．日本獣医解剖学会

一般演題
9月22日（金）第 9会場

演題番号 A-01～42（9：00～17：00）

9：00～9：30 浅利昌男（麻布大）
A-01 動物を犠牲にしない獣医学教育の実践 - EUの獣医学教育 ……………………………………… 27

○橋本善春1、昆　泰寛1、奥村正裕2、伊藤茂男3

（1北大・獣医・解剖、2北大・獣医・獣医外科、3北大・獣医・薬理）
A-02 近交系ラット“F344”群を下顎骨からみると …………………………………………………… 27

○田中　愼 （国立長寿セ・加齢動物育成室）
A-03 ジャワマメジカの骨格系 ……………………………………………………………………………… 27

○福田勝洋1、遠藤秀紀2、佐々木基樹3、木村順平4

（1名大・生命農・動物形態、2京大・霊長研、3帯畜大・畜産・獣医解剖、
4日大・生物資源・獣医解剖）

9：30～10：00 國分啓司（山口大）
A-04 新規に樹立した腸管上皮細胞の活用によるM細胞分化誘導系の開発 …………………………… 27

○金谷高史、麻生　久、宮澤光太郎、高倉郁朗、井谷　航、北澤春樹、渡邊康一、大和田修一、
山口高弘 （東北大学大学院・農・機能形態学）

A-05 ラットの膀胱におけるEphB/ephrin-Bの発現と局在 ……………………………………………… 28
○堀田名保恵、中島崇行、小川和重 （大阪府大・生命環境・獣医解剖）

A-06 STZ投与後のラット胎子膵島の回復について ……………………………………………………… 28
○大嶋　篤、山本雅子、西川　修、有嶋和義 （麻布大）

10：00～10：30 吉岡一機（北里大）
A-07 コラーゲンペプチド投与によるウシの蹄冠および趾間皮膚に対する効果 ……………………… 28

○阿部　敬、永易　彩、渡辺敬文、保坂善真、植田弘美、竹花一成
（酪農大・獣医解剖）

A-08 マウス乳腺の生殖周期における分化増殖関連因子の発現動態 …………………………………… 28
○長井優子、松元光春、矢吹　映、鈴木秀作 （鹿児島大・農・獣医解剖）

A-09 マウス乳腺の生後発達におけるERおよびPgRの局在 …………………………………………… 29
村上由佳1、○松元光春1、岡　達三2、矢吹　映1、鈴木秀作1

（1鹿児島大・農・獣医解剖、2鹿児島大・農・獣医生理）

10：30～11：00 柴田秀史（農工大）
A-10 ニワトリにおける脊髄小脳路線維の小脳投射分布 ………………………………………………… 29

○古江正人、上原正人、今川智敬 （鳥取大・農・獣医解剖）
A-11 ラット海馬神経細胞におけるischemic postconditioning処置の虚血傷害軽減効果について …… 29

○小田千夏子、小川和重、中島崇行 （大阪府大・生命環境科学・獣医解剖）
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A-12 Qualitative and quantitative studies of the inferior olivary complex in the egyptian water 
buffalo (Bos bubalis) …………………………………………………………………………………… 29

○Rashed Reda1、篠崎　綾1、今川智敬2、上原正人2

（1山口大・連合獣医学研究科、2鳥取大・農学部）

11：00～11：30 谷口和美（北里大）
A-13 ラット視覚皮質から顆粒性膨大後皮質への投射 …………………………………………………… 30

○小串直見1、神田尚俊1,2、柴田秀史1,2

（1農工大・農・獣医解剖、2農工大・共生科学技術研究院・動物生命）
A-14 ラットの迷走神経近位および遠位神経節におけるASICサブユニットの分布 ………………… 30

○関　佳代子、山本欣郎、谷口和之 （岩手大・農・獣医解剖）
A-15 アフリカツメガエルの脳における神経細胞特異的蛋白質NeuNの局在について ……………… 30

○齋藤正一郎、阿閉泰郎 （岐阜大・応用生物科学・獣医解剖）

11：30～12：00 佐々木基樹（帯畜大）
A-16 ヒヨコ網膜節細胞の形態的分類と視覚中枢との関係 ……………………………………………… 30

○棚田有紀子1、陳　耀星2、内藤順平1

（1帝京科学大学・アニマルサイエンス学科、2中国農業大学・動物医学院）
A-17 羊の網膜における視神経細胞と視細胞の分布およびこれらと輝板の関係 ……………………… 31

○篠崎　綾1,2、上原正人2、今川智敬2 （1山口大・連獣・基礎、2鳥取大・農・獣医解剖）
A-18 アテロコラーゲンゲルを用いた角膜損傷部修復過程の形態学的解析 …………………………… 31

○永易　彩1、山崎亜矢子2、都築圭子2、泉澤康晴2、竹花一成1

（1酪農大・獣医解剖、2酪農大・伴侶動物医療）

13：00～13：30 斉藤正一郎（岐阜大）
A-19 ラット下垂体におけるアクアポリンの発現 ………………………………………………………… 31

○桑原佐知、前田誠司、田中宏一、早川　徹、関　真 （兵庫医大・解剖学第一）
A-20 下垂体前葉ホルモン産生細胞の活動とc-Fos発現 ………………………………………………… 31

○瀧上　周、屋代　隆 （自治医大・医・組織学）
A-21 甲状腺ホルモン欠乏に伴う肺の形態学的変化 ……………………………………………………… 32

○檀上浩平、辻尾祐志、綿引芳恵、吉岡一機、谷口和美、武藤顕一郎
（北里大・獣医解剖）

13：30～14：00 金井克晃（東大）
A-22 C3Hマウス中脳における性分化に関する研究 ……………………………………………………… 32

○谷田任司1、塚原伸治2、割田克彦1、石原可奈1、福井志穂1、三觜友子1、湯地みどり1、
大西佐知子1、稲元哲朗1、北川　浩1、星　信彦1

（1神戸大・院自然科学、2国立環境研・生体防御）
A-23 7種の系統マウスにおけるrRNA遺伝子座の同定と減数分裂の対合解析への応用 …………… 32

○片上富男、柴田秀史、神田尚俊 （農工大・農・家畜解剖）
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A-24 マウス性腺の発生におけるStARタンパクの局在と性差 ………………………………………… 32
○福井志穂1、菅原照夫2、割田克彦1、谷田任司1、石原可奈1、三觜友子1、湯地みどり1、
大西佐知子1、稲元哲郎1、北川　浩1、星　信彦1

（1神戸大・院自然科学、2北大・医・分子生化）

14：00～14：30 中牟田信明（九歯大）
A-25 In vivo 及びIn vitro試験によるDi-iso-butyl phthalate(DIBP)の精巣毒性の検討 ……………… 33

○祝　暁波 （東大・大学院農学生命科学研究科　獣医解剖学教室）
A-26 経胎盤的ビスフェノールA暴露が器官形成期のマウス胎仔におけるアリルハイドロカーボン

受容体とその関連因子および生体異物代謝酵素の発現におよぼす影響 ……………………… 33
○西澤華子1、眞鍋　昇2 （1京大院・農、2東大・院農生科）

A-27 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin（TCDD）雄親曝露による次世代性比への影響 ………… 33
○石原 可奈1、大迫誠一郎2、割田克彦1、谷田任司1、福井志穂1、三觜友子1、湯地みどり1、
大西佐知子1、稲元哲朗1、北川　浩1、星　信彦1

（1神戸大・院自然科学、2東大・医・疾患生命工学センター）

14：30～15：00 木村順平（日大）
A-28 RhoA活性化マウスにおけるPGCの移動の解析 …………………………………………………… 33

○中村　愛、原　健士朗、的場章悟、恒川直樹、金井克晃、九郎丸正道
（東大・獣医解剖学教室）

A-29 胎生期DES投与が雄の視床下部-下垂体系へ及ぼす影響 ………………………………………… 34
○小林徹央、山本雅子、西川　修、有嶋和義 （麻布大）

A-30 妊娠後期のマウス胎盤と卵黄嚢におけるオーファン受容体GPRC5Bの局在 …………………… 34
○今西　哲1、久米新一1、杉本実紀1、眞鍋　昇2

（1京大・農・生体機構、2東大・農学生命・高等動物研究教育センター）

15：00～15：30 恒川直樹（東大）
A-31 MRLマウス精巣内卵細胞の出現頻度 ……………………………………………………………… 34

○大塚沙織1、今野明弘1、橋本善春1、佐々木宣哉2、遠藤大二3、昆　泰寛1

（1北大・獣医解剖、2北大・獣医実験動物、3酪農大・獣医放射線）
A-32 クロミンククジラ (Balaenoptera bonaerensis) における胎盤および非妊娠子宮の形態学的お

よび免疫組織化学的研究 ……………………………………………………………………………… 34
○天野容子1、佐々木基樹1,2、石川　創3、茂越敏弘3、大隅清治3、手塚雅文4、宮本明夫5、
福井　豊4、坪田敏男2,6、北村延夫1,2

（1帯畜大・獣医解剖、2岐阜大・院連合獣医、3（財）日本鯨類研究所、4帯畜大・畜産科学科、
5帯畜大・院畜産衛生、6岐阜大・野生動物）

A-33 マウスの子宮上皮で同定された新規分子に対する白血病阻止因子LIFの影響 ………………… 35
○入江宏美1、本道栄一1、Stewart Colin2、木曾康郎1

（1山口大・農・獣医解剖、
2National Cancer Institute・Cancer and Developmental Biology Laboratory）
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15：30～16：00 御船弘治（久留米大）
A-34 ウマ卵巣の３次元内部構造顕微鏡による観察（続報） …………………………………………… 35

○木村順平1、平野悠子2、竹本智子3、中村佐紀子4、姫野 龍太郎4、三島健稔3、南保泰雄5、
横田秀夫4 （1日大、2帯畜大、3埼玉大学、4理化学研究所、5JRA）

A-35 ヤギ胎盤節の浅層、中間層、深層における二核細胞……………………………………………… 35
○杉山真言、塚本　篤、本道栄一、木曾康郎 （山口大・農・獣医解剖）

A-36 食虫目スンクス(Suncus murinus)の胎盤形成に関する形態学的研究 …………………………… 35
○寺川純平、本道栄一、木曾康郎 （山口大・農・獣医解剖）

16：00～16：30 添田　聡（日獣大）
A-37 ハシブトガラスの飛翔筋における筋線維型と筋中遊離アミノ酸 ………………………………… 36

○杉田昭栄1、萩原綾子1、青山真人1、田中秀幸1 （1宇都宮大学・農学部、2宇都宮大学）
A-38 筋腱接合部のコラーゲン細線維の構造特性について ……………………………………………… 36

○渡辺敬文1、今村保忠2、保坂善真1、植田弘美1、竹花一成1

（1酪農大・獣医解剖、2工学院大・応用化学）
A-39 腱炎に対するコラーゲンオリゴペプチドの効果 …………………………………………………… 36

巡　夏子、美名口　順、渡辺敬文、保坂善真、植田弘美、○竹花一成
（酪農大・獣医解剖）

16：30～17：00 下川哲哉（愛媛大）
A-40 骨格筋におけるミオスタチンのインスリン様成長因子発現に対する作用 ……………………… 36

○三宅雅人、林　晋一郎、小笠原英毅、武田賢和、渡邊康一、大和田修一、麻生　久、
山口高弘 （東北大・農・機能形態）

A-41 ラット頚動脈小体におけるTASK１およびTASK3の低酸素曝露による発現増強 …………… 37
○吉川紀江1、山本欣郎1、若井　淳1、原澤　亮2、谷口和之1

（1岩手大・農・獣医解剖、2岩手大・農・獣医微生物）
A-42 ラット胎子動脈管のインドメタシンに対する感受性（第三報） ………………………………… 37

○有嶋貴義1、白井明志2、山本雅子1、西川　修1、赤堀文昭2、有嶋和義1

（1麻布大・解剖学第二、2麻布大・薬理学）

一般演題
9月23日（土）第 9会場

演題番号 A-43～73（9：00～15：10）

9：00～9：30 塚本康浩（大阪府大）
A-43 イヌ顎関節の軟骨組織に含まれる複合糖質の組織化学的研究 …………………………………… 37

○広部真智、保坂善真、植田弘美、竹花一成 （酪農大・獣医解剖）
A-44 ニホンザルの肩・肘関節における骨格筋の定量化と機能形態学的解析 ………………………… 37

○大石元治1、遠藤秀紀2、浅利昌男1 （1麻布大・獣・解剖、2京大・霊長研・形態進化）
A-45 ウマ浅指屈筋腱細胞の性状は存在部位によって異なる …………………………………………… 38

○浦辻雄央1、保坂善真1、桐沢力雄2、植田弘美1、竹花一成1

（1酪農大・獣医解剖、2酪農大・獣医微生物）
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9：30～10：00 保田昌宏（宮崎大）
A-46 マウスの固有胃腺，幽門腺，十二指腸におけるEphB/ephrin-B発現 …………………………… 38

○武本奈津枝、中島崇行、小川和重 （大阪府大・生命環境・獣医解剖）
A-47 母体の副腎除去が胎子膵臓の発達に及ぼす影響 …………………………………………………… 38

○橋本知水、山本雅子、西川　修、有嶋和義 （麻布大）
A-48 人為的冬眠下のクサガメ（Chinemys reevesii）膵臓における形態学的研究 ………………… 38

○武藤顕一郎1、藤木省志1、吉岡一機1、辻尾祐志1、綿引芳恵1、谷口和美1、
Sotthibandhu Pongsiwa1、大野秀樹1、中島尚志2

（1北里大・獣医畜産学部獣医解剖学教室、2下館動物病院）

10：00～10：30 山本欣郎（岩手大）
A-49 イヌの食道における粘膜筋板の形態学的研究 ……………………………………………………… 39

○吉田　愛、保坂善真、植田弘美、竹花一成 （酪農大・獣医解剖）
A-50 ウシの回腸を支配する外来性神経細胞の局在 ……………………………………………………… 39

○大森保成1、阿閉泰郎2、齋藤正一郎2、上野博史3、猪島康雄4、石黒直隆4

（1名大・生命農学・動物形態、2岐阜大・応用生物・獣医解剖、
3岐阜大・応用生物・獣医臨床放射線、4岐阜大・応用生物・食品環境）

A-51 マウスの胃におけるghrelinの生後発達 …………………………………………………………… 39
○白木亮太朗1、矢吹　映1、田原口智士2、松元光春1、鈴木秀作1

（1鹿児島大・獣医解剖、2鹿児島大・獣医微生物）

10：30～11：00 加納　聖（東大）
A-52 アンチセンスエクソヌクレアーゼ１遺伝子導入マウスに出現した多嚢胞腎症 ………………… 39

○昆　泰寛1、今野明弘1、橋本善春1、佐々木宣哉2、遠藤大二3

（1北大・獣医解剖、2北大・実験動物、3酪農大・獣医放射線）
A-53 遺伝性腎疾患ICGNマウスの尿細管間質線維芽細胞の活性化にSmad4蓄積に起因するTGF-b1

への過剰反応が関与する ……………………………………………………………………………… 40
後藤康文1、松田二子1、内尾こずえ2、小倉淳郎3、李　俊佑1、○眞鍋　昇1

（1東大・附属牧場、2医薬基盤研、3理研）
A-54 ネフローゼマウス(ICGN系統)の糸球体上皮細胞分化について ………………………………… 40

○山田こずえ1、吉岡英代1、國枝孝典1、高野　薫1、眞鍋　昇2

（1（独）医薬基盤研究所・実験動物開発研究室、2東大・農学生命科学研究科）

11：00～11：30 前田誠司（兵庫医大）
A-55 シリアンハムスターの腎臓の組織構造における精巣・卵巣摘出およびテストステロン投与の

影響 ……………………………………………………………………………………………………… 40
○片野史子、矢吹　映、松元光春、鈴木秀作 （鹿児島大・獣医解剖）

A-56 MRL/MpJマウス由来コンジェニックマウスに出現する自己免疫性糸球体腎炎 ……………… 40
○市居　修、今野明弘、橋本善春、昆　泰寛 （北大・獣医解剖）

A-57 マウス腎臓におけるネフロン形成とhepatic nuclear factor 4 alpha(HNF4α)の関連 ………… 41
○金澤智則、今野明弘、橋本善春、昆　泰寛 （北大・獣医解剖）
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11：30～12：00 今野明弘（北大）
A-58 犬および猫の腎臓におけるシクロオキシゲナーゼ-2およびNO合成酵素-1の発現 …………… 41

○矢吹　映1、遠藤泰之2、藤木　誠3、三好宣彰4、松元光春1、鈴木秀作1

（1鹿児島大・獣医解剖、2鹿児島大・獣医内科、3鹿児島大・獣医外科、4鹿児島大・獣医病理）
A-59 ラット胎子動脈管の開存に寄与するNOとeNOS遺伝子発現及び副腎皮質ホルモンの関与 …… 41

○山名　怜、犬飼直人、林　隆大、池田義則、田中和明、滝沢達也
（麻布大・獣医学部・動物工学）

A-60 ラット新生子肝臓における一酸化窒素(NO)産生量の変動とその産生機序 …………………… 41
○犬飼直人1、山名　怜1、佐久間弘典2、池田義則1、田中和明1、滝沢達也1

（1麻布大・獣医学部・動物工学、2独立行政法人　家畜改良センター・技術部）

13：00～13：30 矢吹　映（鹿児島大）
A-61 ウシの多脾症について ………………………………………………………………………………… 42

○黒島稔也、村上隆之 （宮崎大・農・家畜解剖）
A-62 羊空腸および回腸パイエル板リンパ濾胞内B細胞レパートリーの解析 ………………………… 42

○保田昌宏1,2、Craig Jenne2、Laurie Kennedy2、John Reynolds2

（1宮崎大・農・家畜解剖、2カルガリー大・医・免疫学研究グループ）
A-63 ウシの無脾・小脾症候群 ……………………………………………………………………………… 42

○岡田一夏、村上隆之 （宮崎大・農・家畜解剖）

13：30～14：00 小川健司（理研）
A-64 造血機能の破壊-修復時での脾臓および骨髄血管内皮細胞におけるMAｄCAM-1の発現 …… 42

○多田達哉1、蛭薙観順2、福田勝洋1 （1名大院・生命農学、2名大・博物館）
A-65 SAMP1/Yitマウスの臓器内脈管周囲におけるTリンパ球浸潤と接着因子の発現 …………… 43

○帖佐瑞希1、市原信恒1、浅利昌男1、松本　敏2、船橋英行2、添田　聡3、尼崎　肇3

（1麻布大・解剖学第一、2ヤクルト中央研究所、3日獣大・獣医解剖）
A-66 ラット消化管粘膜における常在細菌の定着と粘膜リンパ小節との関係に関する定量組織学的

研究 ……………………………………………………………………………………………………… 43
○山本健吉、陳　慶義、斉　旺梅、稲元哲朗、湯地みどり、大西佐知子、割田克彦、星　信彦、
北川　浩 （神戸大・院自然科学）

14：00～14：30 佐加良英治（九歯大）
A-67 甲状腺摘出ラットに認められた心臓の形態学的変化 ……………………………………………… 43

○辻尾祐志1、綿引芳恵1、堀　泰智2、吉岡一機1、谷口和美1、武藤顕一郎1

（1北里大・獣医解剖、2北里大・小動物第3内科）
A-68 ウシの冠状動脈肺動脈起始の解剖学的観察 ………………………………………………………… 43

○田中明希子、村上隆之 （宮崎大・農・家畜解剖）
A-69 1例の子ウシに認められた一次口遺残を伴わない房室中隔欠損 ………………………………… 44

○村上隆之1、津田茂浩2 （1宮崎大・農・家畜解剖、2宮崎県都城農共済）
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14：30～14：50 今川智敬（鳥取大）
A-70 趾乳頭腫症Papillomatous Digital Dermatitis(PDD)の皮膚構造と痛覚過敏の原因について …… 44

○田中健介、保坂善真、植田弘美、竹花一成 （酪農大・獣医解剖）
A-71 ニホンイモリCynops pyrrhogasterの嗅上皮感覚細胞における GoおよびGolfの発現に関する

研究 ……………………………………………………………………………………………………… 44
○添田　聡1、宮崎雅雄2、伊豆弥生3、神谷新司1、斉藤　徹4、谷口和之5、尼崎　肇1

（1日獣大・獣医解剖学、2理研・フロンティア、3東医歯科大・難治研、4日獣大・比較動物医学、
5岩手大・獣医解剖）

14：50～15：10 植田弘美（酪農大）
A-72 ラット胎生期における舌、口蓋上皮と嗅上皮の発達 ……………………………………………… 44

○谷口和美、Sotthibandhu Pongsiwa、辻尾祐志、綿引芳恵、吉岡一機、武藤顕一郎
（北里大・獣医解剖）

A-73 Activin Aはマクロファージのalternative activationを誘導するTh2サイトカインである …… 45
小川健司、舟場正幸、辻本雅文

（1理研・フロンティア、2麻布大・獣医、3理研・フロンティア）
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B．日本獣医病理学会

一般演題
9月22日（金）第 1会場

演題番号 B-01～33（9：00～16：40）

9：00～9：20 柳井徳磨（岐阜大）
B-01 鼠径リンパ節への転移を認めたカニクイザルの子宮内膜症 ……………………………………… 49

○中村紳一朗1、岡林佐知1、片貝祐子1、斉藤直之1、小野文子1、山海　直2、寺尾恵治2

（1予防衛生協会、2基盤研・霊長類センター）
B-02 化膿性脳炎を伴ったパラポックスウイルス感染ニホンカモシカの一例………………………… 49

朴　天鎬、吉田英二、○小山田敏文、吉川博康 （北里大・獣畜・獣医病理）

9：20～9：40 島田章則（鳥取大）
B-03 ツリーモニターのヘルペスウイルス感染症 ………………………………………………………… 49

○宇根有美1、今井邦典1、A. Tomomitus Okatani2、村上　賢3、石橋　徹4

（1麻布大・獣医・病理、2麻布大・獣医・公衆衛生第２、 
3麻布大・獣医・分子生物、4東京都開業）

B-04 スピロヘータの関与が疑われる重種馬蹄癌（増殖性蹄底、蹄叉炎）の2症例 ………………… 49
○後藤修治1、佐藤あかね1、西木戸優子2、風間武彦2、山岸則夫2、渡会雅久4、古岡秀文1

（1帯畜大・病態獣医学講座、2十勝NOSAI北西部事業所、 
3岩手大・臨床獣医学講座、4帯畜大・応用獣医学講座）

9：40～10：00 古岡秀文（帯畜大）
B-05 牛神経幹細胞の培養と牛ウイルス性下痢ウイルスの感染 ………………………………………… 50

○松田一哉1、小林進太郎1、亀山健一郎2、迫田義博2、中田敏仁1、小岩政照3、岡本　実1、
谷山弘行1 （1酪農大・獣医病理、2北大・獣医微生物、3酪農大・生産動物医療）

B-06 演題取り下げ …………………………………………………………………………………………… 50

10：00～10：20 宇根有美（麻布大）
B-07 新生子牛の皮膚に認められた多発性血管芽細胞腫の一例 ………………………………………… 50

○芳川恵一1、山田　学2、田中　勝3、塩入　哲1、森野なつ樹4、山本　佑2、中村菊保2

（1長野県松本家保、2動衛研、3田中獣医科医院、4長野県伊那家保）
B-08 ウシの全身リンパ節におけるBenign Epithelial Inclusionsの分布 ……………………………… 50

○小嶺美紗1、岡本　実1、小岩政照2、黒澤　隆2、田口　清2、松田一哉1、川迫一史1、秋原祐子1、
下山由美子1、平山和子1、谷山弘行1 （1酪農大・獣医病理学、2酪農大・生産動物医療）
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10：20～10：40 谷山弘行（酪農大）
B-09 HPCD子豚における豚テシオウイルスによる重度非化膿性脳脊髄炎の再現 …………………… 51

○山田　学、山本　佑、中村菊保、吉井雅晃、宮崎綾子、恒光　裕、成田　實
（動衛研・ウイルス病研究チーム）

B-10 ブタとウシの肝の伊東細胞とクッパー細胞に関する免疫組織化学的性状の解析……………… 51
○上塚浩司、西川智美、中山裕之 （東大・農・獣医病理）

10：40～11：00 播谷　亮（動衛研）
B-11 Cryptosporidium感染F嚢洗浄液の初生雛への点眼接種実験 …………………………………… 51

○松田紫恵、御領政信、岡田幸助 （岩手大・農学部獣医病理学研究室）
B-12 アイガモのHPAIウイルス経鼻感染による羽病変と皮膚乳剤によるウイルス伝播実験 ……… 51

○山本　佑1、中村菊保1、池永直浩1,2、北川　健1,3、山田　学1、真瀬昌司1

（1動衛研、2山梨県、3北海道）

13：00～13：30 御領政信（岩手大）
B-13 トリ白血病ウイルスに関連した腫瘍罹患鶏における細胞質内マトリックス封入体の広範な分

布と性状 ………………………………………………………………………………………………… 52
○中村菊保1、東　智子2、山田　学1、今井邦俊3、山本　佑1

（1動衛研、2島根県、3帯畜大）
B-14 鶏の実験的アミロイド症の病理学的解析 …………………………………………………………… 52

○平井卓哉、布谷鉄夫、永野哲司 （日生研・研究部）
B-15 廃用鶏（採卵鶏）における膵腺癌の病理組織学的、免疫組織化学的検索……………………… 52

○川迫一史1、小林進太郎1、佐々木道仁1、小嶺美紗1、秋原祐子1、下山由美子1、宮庄　拓2、
平山和子1、松田一哉1、岡本　実1、谷山弘行1

（1酪農大・獣医病理、2酪農大・獣医生化学）

13：30～13：50 落合謙爾（北大）
B-16 イヌ神経根節炎（感覚神経症）2例の病理学的検索 ……………………………………………… 52

○船本美和子1、内田和幸1、諸角元二2、枝村和弥3、山口良二1、立山　晉1

（1宮崎大・農・家畜病理、2戸ヶ崎動物病院、3日大・獣医外科）
B-17 イヌ血管腫瘍における癌抑制遺伝子（p53，Rb，p16）及びcyclin D1の関与 ………………… 53

○米丸加余子1、酒井洋樹1、村上麻美1、児玉篤史1、森　崇2、柳井徳磨1、丸尾幸嗣2、
柵木利昭1（1岐阜大・応用生物科学部・獣医病理、2岐阜大・応用生物科学部・分子病態）

13：50～14：10 高橋公正（日獣大）
B-18 イヌ正常組織におけるVEGF及びFlt-1mRNAの発現 …………………………………………… 53

○内田直宏、櫻田陽右、代田欣二 （麻布大・生物研）
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B-19 イヌの黒色腫（口腔ならびに眼球）におけるHigh Mobility Group1 (HMGB1)の免疫組織化
学的検索 ………………………………………………………………………………………………… 53

○下山由美子1、秋原祐子1、小峰美紗1、川迫一史1、平山和子1、松田一哉1、岡本　実1、
賀川由美子2、大町哲夫3、廉澤　剛4、宮庄　拓5、横田　博5、山田晋吾6、谷山弘行1

（1酪農大・獣医病理、2ＮＯＲＴＨ　ＬＡＢＯ、3ＰＡＴＨＯ　ＬＡＢＯ、4酪農大・伴侶動物、
5酪農大・獣医生化、6株式会社シノテスト）

14：10～14：30 小山田敏文（北里大）
B-20 イヌの門脈体循環シャント症例の肝に見られるlipogranulomaの病理組織学的解析 ………… 53

○磯部香里1、上塚浩司1、松永　悟2、望月　学2、西村亮平2、佐々木伸雄2、土井邦雄1、
中山裕之1 （1東大・農・獣医病理、2東大・農・獣医外科）

B-21 イヌ卵巣腫瘍における病理組織学的検索ならびに免疫組織化学的検索………………………… 54
○秋原祐子1、下山由美子1、川迫一史1、小嶺美紗1、平山和子1、賀川由美子2、大町哲夫3、
松田一哉1、岡本　実1、廉澤　剛4、谷山弘行1

（1酪農大・獣医病理、2NORTH LABO、3PATHO LABO、4酪農大・伴侶動物医療）

14：40～15：00 内田和幸（宮崎大）
B-22 臨床所見と皮膚生検で多形紅斑/中毒性表皮壊死症と診断されたイヌの皮膚の病理組織学的

検索 ……………………………………………………………………………………………………… 54
○佐々木一益1、代田欣二1、柴田久美子2、永田雅彦2、鈴木瑞英子3、渡辺直之3

（1麻布大・生物研、2ASCどうぶつ皮膚病センター、3渡辺動物病院）
B-23 ネコの誘導性歯原性腫瘍（Feline inductive odontogenic tumor）の２例 …………………… 54

○酒井洋樹1、森　崇2、飯田恒義3、柳井徳磨1、丸尾幸嗣2、柵木利昭1

（1岐阜大・応用生物・獣医病理学、2岐阜大・応用生物・分子病態学、3いいだ動物病院）

15：00～15：20 中山裕之（東大）
B-24 I型猫伝染性腹膜炎ウイルス（I型FIPV）感染猫の初期病変 …………………………………… 54

○朴　天鎬1、大塚朱里1、高野友美2、宝達　勉2、松鵜　彩3、小山田敏文1、吉川博康1

（1北里大・獣医病理、2北里大・獣医伝染病、3鳥取大・獣医内科学）
B-25 耳介軟骨炎と慢性進行性多発性関節炎を併発した猫の一例 ……………………………………… 55

○馬場智成1、清水　篤2,3、櫻田陽右1、内田直宏1、佐々木一益1、柴田久美子4、永田雅彦4、
代田欣二1 （1麻布大・生物研、2大室獣医科クリニック、3慶応大・医、

4ＡＳＣどうぶつ皮膚病センター）

15：20～15：40 三森国敏（農工大）
B-26 γ線胎児期被ばくによるBALB/ｃマウス小脳虫部形成異常 …………………………………… 55

○斎藤　彩1、山内啓史1、石田有香2、大町　康2、中山裕之1

（1東大・農・獣医病理、2放射線医学総合研究所・放射線防護研究センター）
B-27 神経特異的β‐チューブリン遺伝子のレチノイン酸による制御について ……………………… 55

○塚原國臣、齊藤　慧、新井克彦 （農工大・硬蛋白研）
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15：40～16：00 岡田洋之（動衛研）
B-28 オーエスキー病ウイルスC末端欠失変異型前初期蛋白IE180発現マウスの解析 ……………… 55

○富岡幸子1、宮崎太輔2、田原口智士3、吉野さおり4、森松正美1、渡辺雅彦2、上出利光5、
小野悦郎1,6

（1北大・遺制研・疾患モデル動物、2北大・医・第二解剖、3鹿児島大・家畜微生物、
4GTS、5北大・遺制研・分子免疫、6鳥取大・AZRC）

B-29 動物プリオン病の病態形成に関与するサイトカインの探索 ……………………………………… 56
○古岡秀文1、薮添敦史1、田村勇耕1、堀内基広2、佐多徹太郎3

（1帯畜大・病態獣医学講座、2北大・プリオン病学講座、3感染研・感染病理部）

16：00～16：20 山口良二（宮崎大）
B-30 カーボンナノ粒子の空気血液関門突破機序についての電顕的観察 ……………………………… 56

○島田章則、井上裕美、森田剛仁 （鳥取大・農・獣医病理）
B-31 Lawsonia intracellularis感染マウスにおける免疫学的応答の検討 ……………………………… 56

○佐藤あかね1、吉屋昌洋2、渡会雅久2、小俣吉孝3、古岡秀文1

（1帯畜大・病態獣医、2帯畜大・応用獣医、3帯畜大・基礎獣医）

16：20～16：40 山手丈至（大阪府大）
B-32 β-naphthoflavoneのラットにおける肝発がんプロモーション機序の解析：酸化的ストレス

の関与 …………………………………………………………………………………………………… 56
○横内友祐、六車雅子、本　光喜、高橋美和、剣持佑介、河野太一、三森国敏

（農工大・農・獣医病理）
B-33 フルメキンのマウスにおける肝発がんプロモーション機序解明に関する研究 ………………… 57

○剣持佑介、高橋美和、六車雅子、本　光喜、金　美蘭、河野太一、横内友祐、
三森国敏 （農工大・獣医・病理）

一般演題
9月23日（土）第 1会場

演題番号 B-34～42（9：00～10：30）

9：00～9：20 上塚浩司（東大）
B-34 ラット肝傷害時におけるマクロファージ群の動態および病変形成に関るMCP-1、M-CSFの

役割 ……………………………………………………………………………………………………… 57
○森　陽子、山手丈至、井澤武史、桑村　充、小谷猛夫 （大阪府大・獣医病理学教室）

B-35 ビタミンＣによるコウジ酸のマウス肝発がんプロモーション作用の促進 ……………………… 57
○河野太一、本　光喜、六車雅子、高橋美和、金　美蘭、剣持佑介、横内友祐、
三森国敏 （農工大・獣医病理）

9：20～9：50 代田欣二（麻布大）
B-36 ラットの腎線維化と腎発生におけるThy-1発現細胞の分布と特性解析 ………………………… 57

○湯浅隆宏、山手丈至、井澤武史、桑村　充、小谷猛夫 （大阪府大・農・獣医病理）
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B-37 胆管結紮ラットにおける卵巣の組織学的特徴 ……………………………………………………… 58
○吉岡一機、幸良武史、辻尾裕志、綿引芳恵、谷口和美、武藤顕一郎

（北里大・獣医畜産・獣医解剖）
B-38 XII型コラーゲンプロモーター・トランスジェニックマウスの特性解析 ……………………… 58

○坂井勇介1、窪田恵利子1、西山敏夫1、柴田道男2、天野　聡2、新井　克彦1

（1農工大・硬蛋白研、2（株）資生堂・ライフサイエンス研究センター）

9：50～10：10 三好宣彰（鹿児島大）
B-39 UVA長期照射により誘発されるC57BL/6Jマウスの皮膚病変 …………………………………… 58

○佐山絢子、岡田太郎、宗心知美、八十島　昭、上塚浩司、土井邦雄、中山裕之
（東大・農・獣医病理）

B-40 マウス黒色腫細胞株におけるクラスIIβ-チューブリン遺伝子発現の制御機構 ………………… 58
○齊藤　慧、坂井勇介、塚原國臣、新井克彦 （農工大・硬蛋白研）

10：10～10：30 渋谷　久（日大）
B-41 5週齢および54週齢のC57BL/6Jマウスにおける9週間高脂肪食給餌の影響 …………………… 59

○西川智美、八十島　昭、中山裕之、上塚浩司 （東大・農・獣医病理）
B-42 自然発症糖尿病ラット(WBN/Kob)におけるインスリン投与による低血糖性末梢神経病変の

誘発 ……………………………………………………………………………………………………… 59
○尾崎清和、松浦哲郎、奈良間　功 （摂南大・薬・病理）
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C．日本獣医寄生虫学会

一般演題
9月22日（金）第 4会場

演題番号 C-01～38（9：00～17：13）

9：00～9：33 内田明彦（麻布大）
C-01 酪農学園大学野生動物医学センターに依頼されたペット爬虫類における寄生性蠕虫類および

節足動物検査の概要と証憑標本の必要性 …………………………………………………………… 63
○浅川満彦、谷山弘行 （酪農大・獣/感染・病理）

C-02 中国産カニクイザルに認められた細頸嚢虫（胞状条虫）症の1例 ……………………………… 63
○坪田健次郎1、仲辻俊二1、穴川明子1、村上雄一1、池上　仁1、岡崎欣正1、義澤克彦1、
藤平司郎1、松本正博1、奥　祐三郎2、大石裕司1

（1アステラス製薬株式会社・安研・毒性病理、2北大・獣・寄生虫）
C-03 本邦で初めて認められたフエダニ類 Cytodites psittaci について ……………………………… 63

○森田達志1、原　普2、滝口晴菜1、村野多可子3、今井壯一1、池　和憲1

（1日獣大・獣医寄生虫、2千葉県南部家保、3千葉県畜産総研）

9：33～10：06 板垣　匡（岩手大）
C-04 本邦外来種タイワンリスに寄生する糞線虫種Strongyloides sp.の遺伝的２型 ………………… 63

○佐藤　宏1、宇根有美2、鳥居春己3

（1山口大・獣医・寄生虫病、2麻布大・獣医・病理、3奈良教育大・教育）
C-05 国内のウサギの胃に寄生するObeliscoides（Graybill,1923)属線虫の遺伝子学的検討 ………… 64

○福本真一郎1、小浜菜美子1、六田衣里1、福本真也1、望月里衣子1、阿部愼太郎2、倉石　武3、
服部正策3、金井祐太4、野中成晃4、奥　祐三郎4

（1酪農大・獣・感染病理・寄生虫、2奄美野生生物保護センター、
3東大・医科研・奄美病害動物研究施設、4北大・獣・寄生虫）

C-06 ザンビア共和国におけるウシおよびレチュエ由来のSchistosoma spp.の分子遺伝的解析 …… 64
○小田原春菜1、板垣　匡1、杉本千尋2、吉田光敏3、小沼　操4、福士秀人5、中里幸和6、
安田　準1

（1岩手大・農・獣医寄生虫病、2帯畜大、3鹿児島大、4北大、5岐阜大、6ザンビア大）

10：06～10：39 岡本宗裕（鳥取大）
C-07 食中毒事例の原因調査で佐賀県に分布を見出したウェステルマン肺吸虫 ……………………… 64

○杉山　広1、森嶋康之1、川中正憲1、平野敬之2、増本久人2、池添博士3

（1感染研・寄生動物部、2佐賀県衛生薬業センター、3佐賀県中部家畜保健衛生所）
C-08 犬の多包条虫感染初期における診断のための糞便DNA検出法の改善 ………………………… 64

○稲垣正和1、野中成晃1、井上貴史1、八木欣平2、片倉　賢1、奥　祐三郎1

（1北大・獣・寄生虫、2北海道立衛生研究所・衛生動物科）
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C-09 地域住民による北海道のエキノコックス感染源対策の試行 ……………………………………… 65
○奥　祐三郎1、巌城　隆2、Ganzorig Sumiya3、野中成晃1、宮原俊之4、岡崎克則5、
神谷正男6 （1北大・獣医・寄生虫、2目黒寄生虫館、3環境動物フォーラム、 

4オホーツクの村、5倶知安町風土館、6酪農大・環境システム）

10：39～11：12 柴原壽行（鳥取大）
C-10 マンソン裂頭条虫の生態（４３）２倍体・３倍体虫体におけるコラシジウム形成率につい

て ………………………………………………………………………………………………………… 65
○内田明彦1、川上　泰1、永友光子1、黄　鴻堅2、早崎峯夫3

（1麻布大・環境保健・医動物、2台湾中興大学・獣医・寄生虫、3山口大・農・家畜病院）
C-11 犬糸状虫MicrofilariaのPeriodicityと光波長との関係 …………………………………………… 65

○早崎峯夫 （山口大・農・家畜病院）
C-12 ツキノワグマより分離した旋毛虫 Trichinella sp.のマウスおよびスナネズミに対する感染性

の比較 …………………………………………………………………………………………………… 65
○福澤紘子、冨永泰輔、青木美樹子、板垣　匡 （岩手大・農・獣医寄生虫病）

11：12～11：45 池　和憲（日獣大）
C-13 カンムリワシ（Spilornis cheela）に認められたBabesia sp．感染 ……………………………… 66

○村田浩一1、伊藤加奈1、佐々木絵美1、佐藤雪太1、長嶺　隆3、金城輝雄2

（1日大・生物資源科学、2沖縄こどもの国、3ながみねどうぶつクリニック）
C-14 イヌより分離したバベシア原虫由来のheat shock protein 70遺伝子の比較と解析 …………… 66

○山崎真大1、猪熊　寿2、杉本千尋3、大和　修4、前出吉光1

（1北大獣医内科学、2帯畜大、3北大人獣共通感染症リサーチセンター、
4鹿児島大臨床病理学）

C-15 北海道のアライグマから検出されたBabesia原虫の進化系統解析 ……………………………… 66
○陳内理生、辻　正義、長田翔伍、川渕貴子、的場洋平、浅川満彦、石原智明

（酪農大・獣医学部）

13：00～13：33 猪熊　壽（帯畜大）
C-16 北海道の野生アライグマからのBabesia microti 様原虫の分離 ………………………………… 66

○川渕貴子、竹村由希、的場洋平、浅川満彦、辻　正義、石原智明 （酪農大）
C-17 北海道のアライグマから分離されたBabesia microti様原虫のイヌ赤血球への順化 …………… 67

○藤澤幸平、辻　正義、川渕貴子、竹村由希、的場洋平、浅川満彦、中出哲也、内田佳子、
石原智明 （酪農大・獣医学部）

C-18 Theileria parva感染Rhipicephalus appendiculatusによる宿主への実験的伝播 ……………… 67
○今内　覚1、山田慎二1、今村彩貴1、Simuunza Martin2、Chembensofu Mwelwa 2、
Nambota Andrew 2、大橋和彦1、小沼　操1

（1北大・大学院獣医学研究科、2ザンビア大学・獣医学部 ）
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13：33～14：06 辻　尚利（動衛研）
C-19 リーシュマニア媒介サシチョウバエPhlebotomus duboscqiの唾液中にみとめられた

adenosine deaminase活性 …………………………………………………………………………… 67
○加藤大智1,2、Ryan Jochim2、岩田祐之1、Jesus Valenzuela2

（1山口大・農・家畜衛生、2Vector Molecular Biology Unit・NIAID/NIH）
C-20 Cyclin-dependent protein kinase阻害剤によるBabesia bovisの増殖抑制効果 ………………… 67

○中村一哉、横山直明、五十嵐郁男 （帯畜大・原虫研・高度診断）
C-21 RNA干渉（RNAi）によるフタトゲチマダニHaemaphysalis longicornisロイシンアミノペプ

チダーゼ遺伝子機能解析 ……………………………………………………………………………… 68
○八田岳士1、梅宮梨可1、Min Lia1、Jinlin Zhou1、Boldbaatar Damdinsuren1、三好猛晴2、
玄　学南1、辻　尚利2、藤崎幸蔵1（1帯畜大・原虫病研究センター、2動衛研・寄生虫病）

14：06～14：28 松本安喜（東大）
C-22 非貪食細胞におけるEncephalitozoon cuniculiの細胞侵入方法の解明 ………………………… 68

○石田英和1、天野隆之1、筏井宏実1、工藤　上1、吉川博康2、小山田　隆1

（1北里大・獣医寄生虫、2北里大・獣医病理）
C-23 Babesia rodhaini stomatinタンパク質の発現・機能解析 ………………………………………… 68

○金平克史、中村義男、大田方人、神尾次彦 （動衛研）

14：28～14：50 中井　裕（東北大）
C-24 鶏型モノクローナル抗体により認識されたCryptosporidium スポロゾイト先端抗原と細胞骨

格について ……………………………………………………………………………………………… 68
○松林　誠1、笹井和美2、木俣　勲3、井関基弘4、松田治男5、H.S. Lillehoj6

（1大阪夕陽丘学園短大・食物、2大阪府大・獣医内科、3大阪市大・原虫感染症、
4金沢大・寄生虫、5広島大院・免疫生物、6U.S.D.A.）

C-25 Neospora caninum MLC1遺伝子のクローニング、塩基配列の決定および蛋白発現 ………… 69
○箭内有加1、池　和憲1、内田裕子1、山根逸郎2、森田達志1、今井壮一1

（1日獣大・獣医寄生虫、2動衛研・疫学）

14：50～15：12 佐伯英治（麻布大）
C-26 ナイジェリア連邦共和国におけるBabesia spp.およびHepatozoon canisの分子疫学調査 …… 69

○戸塚森人1、太田快作1、Omobowale Olutayo2、石田英和1、筏井宏実1、工藤　上1、
小山田　隆1 （1北里大・獣医寄生虫、2Ibadan大学・家畜病院）

C-27 LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) 法を用いたウシバベシア症の簡易迅速遺
伝子診断法の開発 ……………………………………………………………………………………… 69

○井関　博、Alhassan Andy、太田奈保美、横山直明、五十嵐郁男 （帯畜大・原虫研）

15：12～15：34 辻　正義（酪農大）
C-28 Development of two immunochromatographic tests for the serodiagnosis of bovine 

babesiosis  ……………………………………………………………………………………………… 69
○Chulmin Kim1、Andy Alhassan1、Rodolfo A Verdida2、玄　学南2、横山直明1、
五十嵐郁男1 （1帯畜大・原虫研・高度診断、2帯畜大・原虫研・遺伝生化学）
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C-29 パキスタンにおける皮膚リーシュマニア症の血清診断と抗原分析 ……………………………… 70
○谷口祥介1、長内由利子1、松本　淳1、上里　博2、加藤大智3、A. M.　Bhutto4、
F. R. Soomro4、J. D.　Marco5、P. A.　Barroso5、橋口義久5、片倉　賢1

（1北大・獣・寄生虫、2琉球大・医・皮膚科、3山口大・農・獣医家畜衛生、
4パキスタンChandka 医科大学・医・皮膚科、ハンセン病センター、5高知大・医・寄生虫）

15：34～16：07 片倉　賢（北大）
C-30 Molecular characterization of a novel gene encoding merozoite protein BgP34 of Babesia 

gibsoni ………………………………………………………………………………………………… 70
○Gabriel Aboge、賈　洪林、西川義文、鈴木宏志、玄　学南

（帯畜大・原虫病研究センター）
C-31 Babesia gibsoni のTRAP抗原を発現する組換えToxoplasma gondii の作製とその免疫原性の

解析 ……………………………………………………………………………………………………… 70
○熊谷明子、西川義文、周　金林、張　国宏、賈　洪林、中村千夏、玄　学南

（帯畜大・原虫病研究センター）
C-32 Characterization of Trypanosoma congolense with different isometamidium sensitivities by 

PFGE …………………………………………………………………………………………………… 70
○Francis Shahada1,2、Peter-Henning Clausen2、中馬猛久1

（1鹿児島大・農・獣医公衆衛生、2Freie University of Berlin）

16：07～16：40 小俣吉孝（帯畜大）
C-33 制御性T細胞消失マウスにおける住血性原虫の感染病態について ……………………………… 71

○横山直明1、Boniface Namangala1、井上　昇1、五十嵐郁男1、杉本千尋2、池原　譲3、
田口　修4、辻村邦夫5

（1帯畜大・原虫研、2北大・人獣共通感染症リサーチセンター、
3産総研・糖鎖工学研究センター、4愛知県がんセンター研究所・分子病態、
5愛知県がんセンター研究所・腫瘍免疫）

C-34 低ポリアミン飼料給与がTrypanosoma brucei感染ラット脾細胞のサイトカイン産生へ及ぼ
す影響 …………………………………………………………………………………………………… 71

○西村和彦、八木道子、三谷康介、大西義博、山崎伸二
（大阪府大・生命・感染症制御）

C-35 腐植土抽出液のマウスTrypanosoma brucei感染防御効果 ……………………………………… 71
○岡崎文美1、児玉　洋1、田　倉1、眞弓久則2、渡邊光彦3、山本光章4

（1大阪府大・生命環境科学研究科獣医免疫、2双樹記念病院、 
3日本フミン物質応用研、4マリネックス）

16：40～17：13 松本芳嗣（東大）
C-36 Trypanosoma brucei gambienseによるマクロファージIL-12産生抑制機構の解析 …………… 71

○三谷康介、西村和彦、八木道子、大西義博、山崎伸二
（大阪府大・生命・感染症制御）

C-37 N. caninum虫体抽出液によるマクロファージ遊走能の検索と遊走因子の解析 ……………… 72
○梅下雄介、小俣吉孝、前田龍一郎、齋藤篤志、神谷　光 （帯畜大・家畜生理）
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C-38 フタトゲチマダニHaemaphysalis longicornis由来マクロファージ遊走阻止因子様タンパクの
遺伝子クローニングとその分子性状 ………………………………………………………………… 72

○梅宮梨可、八田岳士、Min Liao、田中みほ、周　金林、井上　昇、藤崎幸蔵
（帯畜大・原虫研）
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DI．微生物学分科会（免疫）

一般演題
9月23日（土）第 6会場

演題番号 DI-01～07（13：00～14：10）

13：00～13：30 小沼　操（北大）
DI-01 小腸における2型サイトカイン及びそのレセプターの発現調節 ………………………………… 75

○森本素子 （宮城大学・食産業学部）
DI-02 ウシCD34に対するモノクローナル抗体の作製とその反応性 …………………………………… 75

○櫻井通陽1、古澤　軌2、池田光美2、彦野弘一3、清水眞也3、後藤英夫2、小林栄治4、
百渓英一5

（1農生研・遺伝子組換え家畜研究センター、2農生研・生殖機構研究ユニット、
3動衛研・次世代製剤開発チーム、4家畜改良セ・技術部技術第三課、
5動衛研・ヨーネ病研究チーム）

DI-03 pH感受性膜融合経粘膜リポソームワクチンの持つ免疫誘導効果 ……………………………… 75
○渡来　仁1、塔　娜1、田島朋子1、岩崎　忠1、児玉　洋1、河野健司2

（1大阪府大・大学院生命環境科学研究科、2大阪府大・大学院工学研究科）

13：30～13：50 佐伯圭一（東大）
DI-04 アトピー性皮膚炎における核レセプターPPARγの役割 ………………………………………… 75

○藤田宏志、田中あかね、松田浩珍 （農工大・獣医分子病態治療学）
DI-05 アトピーマウスNC/Ngaのリステリア症感受性 …………………………………………………… 76

○松原聡子、牧野壮一、川本恵子 （帯畜大・大動物特殊疾病研究センター）

13：50～14：10 児玉　洋（大阪府大）
DI-06 ネコ末梢血におけるCD16分子の発現 ……………………………………………………………… 76

○西村順裕、下島昌幸、遠矢幸伸、明石博臣、宮沢孝幸 （東大・農・獣医微生物）
DI-07 ウシインターロイキン12（boIL-12）応答能を指標とした品種別・飼養別ウシ免疫応答能の

評価 ……………………………………………………………………………………………………… 76
○齋藤寛之、平田裕祐、岡村雅史、竹原一明、中村政幸 （北里大・人獣共通）
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DV．微生物学分科会（ウイルス）

一般演題
9月22日（金）第 6会場

演題番号 DV-01～41（9：00～16：50）

9：00～9：30 小野寺　節（東大）
DV-01 異常プリオン蛋白質に結合するRNAアプタマーの作出 ………………………………………… 79

○能田　健1、関矢　聡2,3、PKR クマール2、永田知史1、横山　隆4、西川　諭2,3

（1動薬研、2産総研、3筑波大・連携院、4動衛研・プリオン病）
DV-02 異常プリオン蛋白質に結合するRNAアプタマーの特異性解析 ………………………………… 79

○永田知史1、関矢　聡2,3、PKR Kumar2、横山　隆4、西川　諭2、能田　健1

（1動薬研、2産総研、3筑波大・連携院、4動衛研・プリオン病研究センター）
DV-03 Site-Directed Spin Labeling（SDSL）法によるプリオンタンパク質pH感受性領域の解析 …… 79

○渡邊康子1,6、稲波　修1,5,6、堀内基広2,6、下山雄平3,5、中村秀夫4,5、桑原幹典1

（1北大・獣医・放射線、2北大・獣医・プリオン、3室蘭工大・工・材料物性、
4北教大・函館・理科教育、5CREST、621世紀COEプログラム）

9：30～10：00 堀内基広（北大）
DV-04 マウス免疫系細胞による異常型プリオン蛋白質の取り込みと分解能 …………………………… 79

○伊藤志乃1、佐々悠木子2、猪島康雄1、石黒直隆1

（1岐阜大・食品環境、2岐阜連大・食品環境）
DV-05 牛マクロファージでの異常型プリオン蛋白質の取り込みと分解能……………………………… 80

○佐々悠木子1、児玉　道2、猪島康雄3、石黒直隆3

（1岐阜連大・食品環境、2北大・感染症、3岐阜大・食品環境）
DV-06 ニワトリ正常プリオン蛋白質に対する抗体の作成とその性状解析……………………………… 80

○石黒直隆1、猪島康雄1、佐々悠木子2、中島真一3

（1岐阜大・食品環境、2岐阜大・岐阜連大、3生化学工業）

10：00～10：30 岡崎克則（北海道医療大）
DV-07 マレック病由来腫瘍細胞株におけるMeqヴァリアント（変異体）の機能解析 ……………… 80

○岡田　宰1、高木道浩2、村田史郎1、加納里佳1、林　裕子1、今内　覚1、小沼　操1、
大橋和彦1 （1北大・獣医・感染症、2神戸大・農・感染免疫）

DV-08 マレック病ウイルスの強毒化とmeq遺伝子の多型との関連 ……………………………………… 80
○村田史郎、岡田　宰、加納里佳、林　裕子、今内　覚、大橋和彦、小沼　操

（北大・獣医感染症）
DV-09 二次元電気泳動法を用いたマレック病由来腫瘍細胞株における癌抑制遺伝子p53の解析 …… 81

○高木道浩1、広中　翠1、岡田　宰2、小沼　操2、大橋和彦2

（1神戸大・農・感染症制御学、2北大・感染症）
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10：30～11：00 大橋和彦（北大）
DV-10 アセチルコリンによる潜伏オーエスキー病ウイルス再活性化に迷走神経切断あるいはアセチ

ルコリン阻害剤が及ぼす影響について ……………………………………………………………… 81
○田中聖一、万年和明 （大分大学・総合科学研究支援センター）

DV-11 馬ヘルペスウイルス1型フルゲノムを保持したBACの構築 ……………………………………… 81
○山田壮一1、松村富夫2、大屋賢司3、山口剛士3、福士秀人3

（1岐阜大・連合獣医・応用獣医学、2JRA・JRA総研・栃木、3岐阜大・岐阜大・獣医微生物学）
DV-12 牛伝染性鼻気管炎生ワクチン「ボビリスIBRマーカー」の野外における安全性と有効性 …… 81

○平間郷子1、佐藤憲一1、佐野公洋2、酒井英史1、種子野　章1

（1株式会社インターベット・中央研究所、2胆振NOSAI・北部家畜診療所）

11：00～11：30 望月雅美（共立製薬）
DV-13 ネコ伝染性腹膜炎ウイルス(FIPV)感染における抗体介在性感染増強(ADE)作用とFIP重症化

の関係 …………………………………………………………………………………………………… 82
○高野友美、宝達　勉、戸田綾子、田邊真紀、小山弘之 （北里大・獣医伝染病）

DV-14 抗ネコアミノペプチダーゼN抗体を用いたネコ伝染性腹膜炎ウイルスレセプターの解析 …… 82
○小林郷介1、石原美栄3、本多英一2、谷口隆秀2

（1東大・農・獣医微生物、2農工大・共生科学技術研究部　動物生命科学部門、
3農工大・農・獣医微生物学）

DV-15 マウス肝炎ウイルスは細胞表面ヘパラン硫酸を結合受容体として使用する…………………… 82
○渡辺理恵、田口文広 （感染研・ウイルス第三部第五室）

11：30～12：00 宝達　勉（北里大）
DV-16 ウマコロナウイルス感受性細胞の検索と中和試験の試み………………………………………… 82

○松井佑介1、鈴木和彦1、近藤高志2、松村富夫2、村上賢二3、三浦康男1、泉對　博1

（1日大・獣医伝染病学研究室、2JRA、3動衛研）
DV-17 牛トロウイルス（BoTV）の浸潤実態調査 ………………………………………………………… 83

○伊藤寿浩、岡田伸隆、福山新一 （京都微研）
DV-18 豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス日本分離株のPCR法による亜型識別 ………………………… 83

○吉井雅晃1、山岸　健2、宮崎綾子1、加藤花名子1、池田秀利1、恒光　裕1

（1動衛研、2日本全薬）

13：00～13：30 宮沢孝幸（京大）
DV-19 牛白血病の高感度検査法の検討 ……………………………………………………………………… 83

○池上　良1、本多秀次1、宮本剛志1、竹島由実子1、谷　洋之2

（1富山県西部家保、2チッソ・横浜研）
DV-20 牛白血病抗体検査ELISAキットの開発 …………………………………………………………… 83

○谷　洋之1、若本裕晶1、加地紀之2、池上　良3、間　陽子4

（1チッソ・横浜研、2島根県・家畜病鑑、3富山県西部家保、4理化研）
DV-21 牛白血病（BLV）抗体検出用ELISAキット活用に関わる検討 ………………………………… 84

○加地紀之1、谷　洋之2、若本裕晶2 （1島根県・家畜病鑑、2チッソ・横浜研）
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13：30～14：00 間　陽子（理研）
DV-22 末梢白血球の培養による牛白血病ウイルス検出感度の上昇 ……………………………………… 84

○首藤聖子、鈴木和彦、三浦康男、泉對　博 （日大・獣医伝染病学研究室）
DV-23 牛白血病ウイルスの遺伝子診断における新たな試み ……………………………………………… 84

○小宮山智保、鈴木和彦、三浦康男、泉對　博 （日大・獣医伝染病学研究室）
DV-24 山羊関節炎・脳脊髄炎発生農場における清浄化対策の試み ……………………………………… 84

○小西美佐子1、名倉義男2、武井直樹2、藤田　優2、林　健3、月岡光彦4、白藤浩明1、泉對　博5、
村上賢二1 （1動衛研・ウイルス病研究チーム、2家畜改良センター長野牧場、 

3長野県松本家保、4長野県佐久家保、5日大）

14：00～14：30 青木博史（日獣大）
DV-25 現在流行している牛ウイルス性下痢症のウイルス遺伝子型の同定とワクチンによる本病の予

防法の評価 ……………………………………………………………………………………………… 85
○伊藤麻子1、迫田義博1、亀山健一郎1、松野啓太1、臼井　章2、山崎幸夫3、喜田　宏1

（1北大・獣医・微生物、2北海道獣医師会根室支部、3根室NOSAI）
DV-26 牛ウイルス性下痢ウイルスが胎盤形成前の妊娠初期牛に及ぼす影響 …………………………… 85

○坪井孝益1、大澤健司2、平田統一2、牛口仁美1、照井和哉1、新井啓五1、久保正法1、
木村久美子1、川嶌健司1、庄司智太郎1、勝田　賢1、播谷　亮1

（1動衛研・環境・常在疾病研究チーム、2岩手大・農学部　獣医学科）
DV-27 演題取り下げ …………………………………………………………………………………………… 85

14：30～15：00 高島郁夫（北大）
DV-28 ウエストナイルウイルスに対するモノクローナル抗体の開発 …………………………………… 85

○清水眞也1、谷村信彦2、広田次郎1

（1動衛研・次世代製剤開発チーム、2動衛研・企画管理部業務推進室企画チーム）
DV-29 ペスチウイルス感染が自然免疫機構に及ぼす影響 ………………………………………………… 86

○松野啓太1、迫田義博1、Ruggli Nicolas2、中原健二3、喜田　宏1

（1北大・獣医・微生物、2スイス・ウイルス学免疫学的予防法研究所、3北大・農・植物病原）
DV-30 自由生活を営むニホンカモシカにみられたペスチウイルス感染 ………………………………… 86

○青山文生1、小原寿人1、笹森えりこ1、原澤　亮1、西村貴志2、松原和衛2、御領政信3、
岡田幸助3、辻本恒徳4、Massimo Giangaspero5

（1岩手大・農・獣医微生物、2岩手大・農・動物科学、3岩手大・農・獣医病理、 
4盛岡市動物公園、5ミラノ大学・獣医・獣医内科）

15：00～15：30 堀本泰介（東大）
DV-31 H5インフルエンザウイルス感染症の迅速診断キットの開発 …………………………………… 86

○津田祥美1、迫田義博1、坂部沙織1、鈴木誠司2、山内一徳2、望月　剛3、難波靖治3、
喜田　宏1,4 （1北大・獣医・微生物、2浜松ホトニクス、3（株）ビーエル、

4北大・人獣共通感染症リサーチセンター）
DV-32 H5亜型鳥インフルエンザウイルスに対するワクチンの開発 …………………………………… 86

○磯田典和1,2、迫田義博1,2、曽田公輔1,2、坂部沙織1,2、坂口正士3、坂元隆一3、佐々木　崇4、
國米則秀4、喜田　宏1,2,5
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（1北大・獣医学研究科微生物学教室、
2OIE高病原性鳥インフルエンザレファレンスラボラトリー、
3（財）化学及血清療法研究所・第二研究部、4（株）微生物化学研究所・製剤第三部、
5北大・人獣共通感染症リサーチセンター）

DV-33 カモ由来H9N2亜型インフルエンザウイルスがニワトリでの増殖性を獲得するための因子の
同定 ……………………………………………………………………………………………………… 87

○岸田典子1、迫田義博3、磯田典和3、三成健二3、高田礼人1、喜田　宏2,3

（1北大・人獣共通感染症リサーチセンター国際疫学部門、
2北大・人獣共通感染症リサーチセンター、3北大・獣医学部微生物学教室）

15：30～16：00 伊藤壽啓（鳥取大）
DV-34 A/chicken/Ibaraki/1/05 (H5N2)株のニワトリ、アイガモおよびミニブタに対する病原性 …… 87

○迫田義博1,2、白　貴蓉1,2、Aaron Mweene1,2、喜田　宏1,2,3

（1北大・獣医・微生物、2OIE高病原性鳥インフルエンザリファレンスラボラトリー、
3北大・人獣共通感染症リサーチセンター）

DV-35 モンゴルで斃死したオオハクチョウから分離された高病原性鳥インフルエンザウイルスの解
析 ………………………………………………………………………………………………………… 87

○高桑弘樹1,2、迫田義博1,2、吉田裕美1,2、渋谷ひろみ1,2、三成健二1,2、磯田典和1,2、岸田典子3、
梅村孝司4、喜田　宏1,2,3

（1北大・獣医・微生物、2OIE高病原性鳥インフルエンザリファレンスラボラトリー、
3北大・人獣共通感染症リサーチセンター、4北大・獣医・比較病理）

DV-36 犬と猫の臨床材料中のA型インフルエンザウイルスの検索 ……………………………………… 87
○谷内安規子、望月雅美 （共立製薬株式会社・臨床微生物研究所）

16：00～16：30 山田章雄（感染研）
DV-37 ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ州における狂犬病ウイルス野外株の分子疫学 ……………… 88

○小林由紀1、古郡幸子1、佐藤　豪1、佐藤哲朗1、伊藤琢也1、Fumio H. Ito2、酒井健夫1

（1日大・獣医衛生、2サンパウロ大）
DV-38 ブラジルの狂犬病ウイルスウシ分離株のG-L遺伝子間領域を用いた分子疫学的解析 ………… 88

○早川利里1、小林由紀1、佐藤　豪1、佐藤哲朗1、伊藤琢也1、Fumio H. Ito2、酒井健夫1

（1日大・獣医衛生、2サンパウロ大）
DV-39 ブラジルのキツネから分離された野外狂犬病ウイルスの完全長ゲノム解析…………………… 88

○望月信之1、小林由紀1、佐藤　豪1、佐藤哲朗1、伊藤琢也1、Fumio H. Ito2、酒井健夫1

（1日大・獣医衛生、2サンパウロ大）

16：30～16：50 伊藤直人（岐阜大）
DV-40 牛流行熱ウイルス国内分離株の遺伝学的性状解析 ………………………………………………… 88

○加藤友子1、相澤真紀3、高吉克典4、国場　保3、梁瀬　徹1、山川　睦1、津田知幸2

（1動衛研・九州支所、2動衛研・海外病研究施設、3沖縄県家畜衛生試験場、
4沖縄県中央家畜保健衛生所）

DV-41 マルチプレックスPCR法による水胞性口炎ウイルスの検出と血清型の決定 …………………… 89
○宮本博幸1、大橋誠一2、山添麗子2、坂本研一2
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（1長野県松本家畜保健衛生所、2動衛研・海外病研究施設）

一般演題
9月23日（土）第 6会場

演題番号 DV-42～59（9：00～12：00）

9：00～9：20 福所秋雄（日獣大）
DV-42 ボルナ病ウイルスvRNPの核内動態の解析 ………………………………………………………… 89

○林　陽平、矢内英之、渡辺洋平、大滝尚広、生田和良、朝長啓造
（阪大・微生物病研究所・ウイルス免疫分野）

DV-43 アライグマにおけるボルナ病ウイルス抗体調査 …………………………………………………… 89
○萩原克郎1、的場洋平1、浅川満彦1

（1酪農大・獣・感染病理部門、2酪農大・獣・感染病理部門、3酪農大・獣・感染病理部門）

9：20～9：40 大橋誠一（動衛研）
DV-44 アイノウイルス野外分離株の遺伝学的多様性 ……………………………………………………… 89

○山川　睦1、梁瀬　徹1、加藤友子1、津田知幸2

（1動衛研・九州支所、2動衛研・海外病研究施設）
DV-45 沖縄県におけるピートンウイルスの疫学的解析 …………………………………………………… 90

○相澤真紀1、高吉克典2、柳田千夏1、梁瀬　徹3、加藤友子3、山川　睦3、津田知幸4

（1沖縄県家衛試、2沖縄県中央家保、3動衛研・九州支所、4動衛研・海外病）

9：40～10：10 山口良二（宮崎大）
DV-46 マレーシアにおけるニパウイルスの自然宿主に関する研究およびわが国における本ウイルス

群感染症発生に向けた診断法の整備 ………………………………………………………………… 90
○白井淳資1、松村富夫2、谷口隆秀3、Abd. Rahman Sohayati4、Mhd. Noor Suriani4、
Syed Hassan Sharifah4

（1動衛研・人獣感染症研究チーム、2JRA・競走馬総合研究所　栃木支所、
3農工大・獣医学科　獣医微生物学、
4Ministry of Agriculture Malaysia・Veterinary Research Institute）

DV-47 マウス感受性組換えイヌジステンパーウィルスの作出 …………………………………………… 90
○竹中亜希子、米田美佐子、池田房子、甲斐知恵子 （東大・医科学研究所）

DV-48 リンパ球持続感染牛疫ウイルスの樹立 ……………………………………………………………… 90
○今井千恵子、米田美佐子、甲斐知恵子（東大・医科学研究所　実験動物研究施設部門）

10：10～10：40 遠矢幸伸（東大）
DV-49 パラポックスウイルスがコードする血管内皮増殖因子の生物活性……………………………… 91

○猪島康雄、石黒直隆 （岐阜大・食品環境衛生）
DV-50 鳥ポリオーマウイルスの神経病原性関連因子に関する遺伝子学的解析 ………………………… 91

○加藤大志1、小川寛人2、細川美里1、大屋賢司1,2、宇根有美3、山口剛士1,2、福士秀人1,2

（1岐阜大・農・獣医微生物、2岐阜大・応用獣医、3麻布大・病理）
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DV-51 豚水胞病ウイルスの1D132アミノ酸変異は、2A活性に影響しない …………………………… 91
○井上　亙1、迫田義博2、Graaham Belsham3 （1動衛研、2北大、3IAH/Pirbright）

10：40～11：00 猪島康雄（岐阜大）
DV-52 新興・再興感染症に備えた迅速な網羅的ウイルスゲノム検出方法（LAV法） ………………… 91

○水谷哲也1、遠藤大二4、白戸憲也3、岡本道子5、渡辺理恵3、福士秀悦1、西條政幸1、倉根一郎1、
石井孝司2、鈴木哲朗2、清水博之2、高崎智彦1、森川　茂1、西村秀一5

（1感染研・ウイルス第一部、2感染研・ウイルス第二部、3感染研・ウイルス第三部、
4酪農大・獣医学部、5仙台医療センター・ウイルス部）

DV-53 ヘキサマー頻度分布比較によるウイルスゲノムのヒトゲノムおよびリボゾームRNAとの類
似性比較 ………………………………………………………………………………………………… 92

○遠藤大二1、水谷哲也2、斎藤秀俊3、森川　茂2、浜口　功4、昆　泰寛5、林　正信1

（1酪農大・獣・放射線、2国立感染症研究所・ウイルス第一部第一室、
3シグマ-アルドリッチジャパン・ライフサイエンス事業部、
4国立感染症研究所・血液・安全性研究部、5北大・大学院獣医学研究科　解剖学教室）

11：00～11：30 山川　睦（動衛研）
DV-54 国内の節足動物媒介ウイルスのマダニによる伝搬の可能性について …………………………… 92

○和田健治1、清水英輔1、神尾次彦2、金平克史2、鈴木和彦1、三浦康男1、泉對　博1

（1日大・獣医伝染病学研究室、2動衛研）
DV-55 イノシシにおける節足動物媒介ウイルス感染状況の調査………………………………………… 92

○杉山　郁、清水英輔、鈴木和彦、椎橋　孝、野上貞雄、三浦康男、泉對　博
（日大・生物資源科学部）

DV-56 バキュロウイルス発現系を用いた組換え牛インターフェロンの抗ウイルス増殖抑制効果の検
討 ………………………………………………………………………………………………………… 92

○小谷道子1、矢倉聡一2、石橋拓英3、前田有紀子4、小西美佐子2、白藤浩明2、犬丸茂樹2、
村上賢二2 （1鳥取県倉吉家保、2動衛研、3宮城県仙台家保、4愛知県西三河家保）

11：30～12：00 甲斐一成（山口大）
DV-57 イヌパルボウィルスに対するイヌ化抗体の作製 …………………………………………………… 93

○山元　哲1、藤野美由紀1、清水輝夫2、細川朋子1、勝俣　淳1、加納　塁2、長谷川篤彦2、
岩田　晃1 （1日生研、2日大・生物資源）

DV-58 動物由来蛋白無添加培地で培養可能な猫由来細胞系の作出と、猫コアウイルスの増殖 ……… 93
○望月雅美 （共立製薬（株）・臨微研）

DV-59 各種ウイルスに対する逆性石鹸系消毒薬の効果試験 ……………………………………………… 93
○戸田有香1,2、白井淳資2、関　令二3、三浦康男1、泉對　博1

（1日大・生物資源科学部獣医学科獣医伝染病学講座、2動衛研・人獣感染症研究チーム、
3田村製薬(株)・最高顧問）
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DB．微生物学分科会（細菌）

一般演題
9月22日（金）第 7会場

演題番号 DB-01～25（11：00～16：50）

11：00～11：20 後藤義孝（宮崎大）
DB-01 イヌのブルセラ症の血清学的診断法の検討 ………………………………………………………… 97

○度会雅久1、宮原和郎2、鈴木宏志3

（1帯畜大・応用獣医、2帯畜大・家畜病院、3帯畜大・原虫研）
DB-02 牛ブルセラ病診断用ELISAの評価および実用化試験 …………………………………………… 97

○今田由美子1、幸野富佐子1、岡　直美1、若本裕晶2、谷　洋之2、平田玲子2

（1動衛研・次世代製剤チーム、2チッソ株式会社・横浜研究所）

11：20～11：40 今田由美子（動衛研）
DB-03 マウスを用いたBrucella abortus感染による流産とサイトカインの解析 ……………………… 97

○岩井菜摘、渡邉健太、橘　理人、度会雅久 （帯畜大・応用獣医）
DB-04 栄養膜巨細胞へのBrucella abortus侵入時におけるシグナル伝達機構の解析 ………………… 97

○伊藤直人、渡邉健太、度会雅久 （帯畜大・応用獣医）

11：40～12：00 長井伸也（日生研）
DB-05 培養細胞を用いたLawsonia intracellularis培養の検討 …………………………………………… 98

○吉屋昌洋1、佐藤あかね2、古岡秀文2、度会雅久1

（1帯畜大・応用獣医、2帯畜大・病態獣医）
DB-06 豚増殖性腸炎に対する弱毒Lawsonia intracellularis生菌ワクチンの野外試験について ……… 98

○山口　猛1、高橋雄二2、Mali Miyashita3、Christoph Keller4、Knut Elbers5

（1BIV Japan・開発薬事部、2元畜産生物科学安全研究所・臨床試験室、
3BIA Germany・開発部、4BioScreen Germany・管理部、5BIV Germany・研究開発部）

13：00～13：20 大槻公一（京産大）
DB-07 Salmonella Typhimurium の薬剤感受性と多剤耐性の動向 ……………………………………… 98

○川越久美子、小澤真名緒、浅井鉄夫、鮫島俊哉 （動薬研・抗生物質製剤検査室）
DB-08 わが国の牛から分離されたSalmonella Dublinの薬剤感受性 …………………………………… 98

○秋庭正人1、喜田宗敬2、中岡祐司3、内田郁夫4、吉井紀代1、中澤宗生1

（1動衛研・安全性研究チーム、2三重県・中央家保、3北海道・石狩家保、
4動衛研・北海道・環境・常在疾病研究チーム）

13：20～13：40 熊谷　進（東大）
DB-09 牛糞便由来大腸菌の産生するコリシンの解析 ……………………………………………………… 99

○吉井紀代、関崎　勉、大崎慎人、高松大輔、秋庭正人、中澤宗生 （動衛研）
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DB-10 ドロマイトの抗菌メカニズムに関する検討 ………………………………………………………… 99
○駒井仁史1、村瀬敏之1、大槻公一2、若林一夫3、山名英明3、稲波　修4、桑原幹典4

（1鳥取大・農・獣医微生物、2京産大・工、3用瀬電機(株)、4北大・院獣医・放射線）

13：40～14：00 村瀬敏之（鳥取大）
DB-11 サルモネラ血清型 Enteritidis 及び Corvallis の遺伝子型に関する研究 ………………………… 99

○村上光一1、野田多美枝1、石黒靖尚1、大槻公一2

（1福岡県保健環境研・病理細菌、2京産大・工）
DB-12 Rhodococcus equi無毒株が分離された馬流産の一症例 …………………………………………… 99

中村芳子1、西　英機1、片山芳也2、丹羽秀和2、松村富夫2、安斉　了2、大津雪子3、塚野健志3、
清水菜々子3、佐々木由香子3、角田　勤3、○高井伸二3

（1北海道・日高家畜保健衛生所、2JRA・競走馬総合研究所、3北里大・獣医・衛生）

14：20～14：40 度会雅久（帯畜大）
DB-13 ブタ由来病原性遺伝子保有大腸菌の薬剤感受性調査 ……………………………………………… 100

○林元みづき1、廣瀬和彦2、名倉　純1、石原　守1

（1明治製菓株式会社・生物産業研究所、2明治製菓株式会社・販売支援G）
DB-14 国内における鶏大腸菌症由来大腸菌の抗菌剤感受性調査 ………………………………………… 100

○小澤真名緒、川越久美子、浅井鉄夫、鮫島俊哉 （農水省・動薬検）

14：40～15：00 高井伸二（北里大）
DB-15 Staphylococcus hyicus表皮剥脱毒素Bの毒素活性領域の解析 …………………………………… 100

○大沼健太、田邊太志、佐藤久聡 （北里大・獣医微生物）
DB-16 黄色ブドウ球菌の無毒変異体エンテロトキシンCの牛への免疫と感染試験 …………………… 100

○及川　学1、胡　東良2、横溝祐一3、中根明夫2、平井綱雄1

（1北海道畜試、2弘前大・医・細菌、3動衛研・免疫）

15：00～15：20 澤田拓士（日獣大）
DB-17 SPF豚の関節炎から分離された豚丹毒菌のspaA遺伝子高変異領域の塩基配列分析に基づく

株型別 …………………………………………………………………………………………………… 101
○Ho To、長井伸也 （日生研・研究部）

DB-18 フルオロキノロン耐性豚丹毒菌におけるDNAジャイレース及びトポイソメラーゼIV変異の
解析 ……………………………………………………………………………………………………… 101

○山本欣也1、内山万利子2、新田早人1、守岡綾子1、高木昌美3、高橋敏雄1

（1動薬研・検査第一部、2農水省・消費・安全局畜水産安全管理課、3動衛研）

15：40～16：00 原澤　亮（岩手大）
DB-19 野外で認められたMycoplasama hyosynoviaeによる豚の関節炎 ……………………………… 101

○金田正彦、新沼伸吾、小野雅章、林　洋一、佐藤静夫 （全農家畜衛研）
DB-20 リアルタイムPCRを導入したマイコプラズマ検出法の改良 ……………………………………… 101

○松本幸子、永田知史、能田　健 （動薬研・検査第一部無菌検査室）
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16：00～16：20 三澤尚明（宮崎大）
DB-21 家畜におけるフルオロキノロン剤の使用とフルオロキノロン耐性カンピロバクターの分布と

の関係 …………………………………………………………………………………………………… 102
○浅井鉄夫、原田和記、小島明美、高橋敏雄、鮫島俊哉 （動薬研）

DB-22 Antimicrobial Susceptibility of Campylobacter spp. Isolated from Broiler Chickens in 
Northeastern Thailand in 2003 ……………………………………………………………………… 102

○Bongkot Noppon1、Nattawooti Sthitmatee2、片岡　康2、澤田拓士2

（1コンケン大・日獣大・獣医公衆衛生学・獣医微生物学、2日獣大・獣医微生物学）

16：20～16：40 児玉　洋（大阪府大）
DB-23 炭疽菌capD変異株の性質とCapDタンパクの病原性に関する研究 ……………………………… 102

○熊野かおり、Enkhtuya Jargalsaikhan、牧野壮一、川本恵子
（帯畜大・大動物特殊疾病研究センター・食品有害微生物分野）

DB-24 Protection Assay of Recombinant Adhesive Protein Derived from Pasteurella multocida 
Strain P-1059 in Mice ………………………………………………………………………………… 102

○Nattawooti Sthitmatee1、山下　薫1、高橋直之1、佐々木　啓2、川本英一2、片岡　康1、
澤田拓士1 （1日獣大・獣医微生物学、2東京医大・動物実験センター）

16：40～16：50 猪熊　壽（帯畜大）
DB-25 日本のヤマトマダニから分離されたEhrlichiaのラットへの接種実験 ………………………… 103

○輪田真理1,2、田島朋子1、桑村　充3、小沼　操4

（1大阪府大・生命環境・獣医微生物、2谷動物病院、3大阪府大・生命環境・獣医病理、
4北大・獣医・感染症）
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E．家禽疾病学分科会

一般演題
9月23日（土）第 7会場

演題番号 E-01～18（9：00～12：00）

9：00～9：20 本田　隆（化血研）
E-01 わが国で分離されたSalmonella serovar Typhimurium DT 104の介卵感染性　 …………… 107

○園部雅葉、小原　諭、久保卓司、永井寿宗、野口美穂子、岡村雅史、竹原一明、
中村政幸 （北里大・人獣共通）

E-02 遺伝子欠損サルモネラ（2重欠損・3重欠損）弱毒化生ワクチンの有効性評価 ………………… 107
○久保卓司1、小原　諭1、園部雅葉1、永井寿宗1、野口美穂子1、松井英則2、岡村雅史1、
竹原一明1、中村政幸1 （1北里大・人獣共通、2北里生命科学研・免疫機能制御学）

9：20～9：40 今井康雄（全農・家衛研）
E-03 ブロイラーにおけるサルモネラおよびカンピロバクターの汚染状況の把握と選択培地間での

サルモネラ分離率の比較 ……………………………………………………………………………… 107
○小原　諭1、久保卓司1、園部雅葉1、永井寿宗1、野口美穂子1、渡辺測子2、岡村雅史1、
竹原一明1、中村政幸1 （1北里大・人獣共通、2青森県獣医師会食鳥検査センター）

E-04 Campylobacter jujuniおよびSalmonella Infantisの単独、混合感染における菌数推移の観察 107
○野口美穂子、永井寿宗、小原　諭、久保卓司、園部雅葉、岡村雅史、竹原一明、
中村政幸 （北里大・人獣共通）

9：40～10：10 中村政幸（北里大）
E-05 Salmonella Enteritidis(SE)、Salmonella Typhimurium(ST)におけるIron Regulated Outer 

Membrane Proteins(IROMPs)の発現と感染防御 ………………………………………………… 108
○兼重貴裕、扇谷年昭 （京都微研・製剤第3部第2課）

E-06 出水平野に飛来するツル糞便からのサルモネラ分離（2003及び2004年度） …………………… 108
○村山真紀1、佐伯美佳1、永徳里歌子1、塩谷克典2、田原口智士1、高瀬公三1

（1鹿児島大・獣医微生物、2鹿児島県環境技術協会）
E-07 採卵農場における大腸菌症の発生及び原因菌の遺伝学的性状…………………………………… 108

○染谷　梓1、村瀬敏之1、大槻公一2 （1鳥取大・農・獣医微生物、2京産大・工）

10：10～10：30 真瀬昌司（動衛研）
E-08 Comparison of sensitivity of real-time RT-PCR and conventional methods for detection of 

avian influenza virus ………………………………………………………………………………… 108
○Jahangir Alam、岡村雅史、竹原一明、中村政幸 （北里大・人獣共通）

E-09 市販鶏卵の卵黄による鳥インフルエンザ（AI）抗体のスクリーニングの野外における有効
性確認とAI抗体浸潤状況の調査 …………………………………………………………………… 109

○白田一敏1、伊藤啓史2、伊藤壽啓2、大槻公一3、加藤宏光1

（1PPQC、2鳥取大、3京都産業大）
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10：30～10：50 高瀬公三（鹿児島大）
E-10 組換え植物によるニワトリインターフェロンα発現及びトリインフルエンザウイルスに対す

るin ovo抑制効果 ……………………………………………………………………………………… 109
○斉藤るみ1、蓼沼亜矢子1、Ruttapong Ruttanapumma1、菅野善明2、光原一朗3、岡村雅史1、
竹原一明1、中村政幸1

（1北里大・人獣共通、2青森農林総研グリーンバイオ、3農業生物資源研究所）
E-11 カンファ水の抗トリインフルエンザウイルス効果 ………………………………………………… 109

○鞍田佳代子、倉地　充、酒井宏治、渡辺優子、岡村雅史、竹原一明、中村政幸
（北里大・人獣共通）

10：50～11：10 今井邦俊（帯畜大）
E-12 ダチョウのニューカッスル病血清学的スクリーニング法の検討 ………………………………… 109

○倉地　充、渡辺優子、鞍田佳代子、酒井宏治、Jahangir Alam、岡村雅史、竹原一明、
中村政幸 （北里大・人獣共通）

E-13 大型ブロイラー農場における鶏伝染性気管支炎ウイルスの侵入伝播 …………………………… 110
○平良和代1、高江行一1、Ali　N. Kamali2、田原口智士2、高瀬公三2

（1ジャパンファーム、2鹿児島大・獣医微生物）

11：10～11：30 山口剛士（岐阜大）
E-14 筋胃びらん由来鶏アデノウイルスを抗原としたモノクローナル抗体(Mab)の作製およびその

性状 ……………………………………………………………………………………………………… 110
○田原口智士1、河野友紀1、太田秀幸2、高瀬公三1 （1鹿児島大・獣医微生物、2化血研）

E-15 免疫おとり鶏を利用したブロイラーの早期ファブリキウス嚢萎縮要因の検索 ………………… 110
○永徳里歌子1、平良和代2、高江行一2、山崎憲一3、田原口智士1、高瀬公三1

（1鹿児島大・獣医微生物、2ジャパンファーム、3化血研）

11：30～11：50 中井　裕（東北大）
E-16 日本産蚊の鶏マラリアPlasmodium gallinaceum 媒介性 ………………………………………… 110

○磯部　尚1、BANDA Mavbuto1、ROYCHOUDHURY Sudipta2、佐々木年則2、澤邉京子2、
小林睦生2 （1動衛研・動物疾病センター、2感染研・昆虫医科学部）

E-17 リアルタイム検出PCR法による鶏コクシジウム原虫DNAの定量と検出 ……………………… 111
○川原史也、平　健介、長井伸也 （日生研・研究部）

11：50～12：00 磯部　尚（動衛研）
E-18 鶏インターロイキン2のバキュロウイルスでの発現と精製 ……………………………………… 111

○松井ゆかり、齋藤寛之、Ruttapong Ruttanapumma、斉藤るみ、岡村雅史、竹原一明、
中村政幸 （北里大・人獣共通）
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F．公衆衛生学分科会

一般演題
9月23日（土）第 4会場

演題番号 F-01～33（9：00～15：40）

9：00～9：20 村瀬敏之（鳥取大）
F-01 サルモネラ・エンテロトキシン精製の試み ………………………………………………………… 115

○大谷祐介、星　英之、倉園久生 （大阪府大・生環科・獣医公衆衛生）
F-02 腸管出血性大腸菌O157のVNC状態におけるOmpW発現に関する検討 ………………………… 115

○朝倉　宏1、五十君靜信1、岡田由美子1、川本恵子2、南　敦嘉2、Nantika Panutdaporn2、
山本茂貴1、牧野壮一2

（1国立医薬品食品衛生研究所・食品衛生管理部、2帯畜大・大動物特殊疾病研究センター）

9：20～9：50 村松康和（酪農大）
F-03 市販魚介類における黄色ブドウ球菌汚染と分離株の各種性状…………………………………… 115

○齋藤悦子1、上西　徹2、河野潤一2、吉田奈々子2、村橋玲那2、清水　晃2

（1神戸大・自然科学、2神戸大・農）
F-04 ブドウ球菌エンテロトキシン遺伝子群をコードするプラスミドの解析………………………… 115

○重茂克彦1、渡邉　裕1、岩壁佳広1、胡　東良2、中根明夫2、品川邦汎2

（1岩手大・農・食品安全、2弘前大・医・細菌学）
F-05 イヌにおけるコアグラーゼ陽性ブドウ球菌保有状況の経時的調査 ……………………………… 116

○牧野新一郎1、近江佳郎2、Alexandre Tomomitsu Okatani1、高木敬彦3、光崎研一3、
加藤行男1 （1麻布大・公衆衛生第二、2ミュウ動物病院、3麻布大・公衆衛生第一）

9：50～10：20 向本雅郁（大阪府大）
F-06 タイ国における鶏由来バンコマイシン耐性腸球菌の性状 ………………………………………… 116

○小澤周平1、小野里洋行1、上野弘志1、村松康和1、Thongchai　Chalermchaikit2、
田村　豊1 （1酪農大・獣医公衆衛生、2Chulalongkorn University）

F-07 Erysipelothrix属菌の熱抵抗性 ……………………………………………………………………… 116
○林谷秀樹1、山根　暁1、Okatani Alexandre T.2、堀坂知子1、岩田剛敏1、中臺　文1、
廣田好和1

（1農工大・共生科学技術研究院・動物生命科学部門、2麻布大・獣医・公衆衛生第2）
F-08 南九州で分離された豚丹毒菌の性状：薬剤耐性、血清型および遺伝子型……………………… 116

○荒木沙織1、藤元英樹2、中馬猛久1、岡本嘉六1

（1鹿児島大・獣医公衆衛生、2鹿児島県鹿屋食検）
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10：20～10：40 石原智明（酪農大）
F-09 Listeria monocytogenes 汚染の分子疫学に関する基礎的研究 

７．Listeria monocytogenes 輸入株における分子進化学的解析（２） ………………………… 117
○清家一生1、福田雅史1、小笠原邦敏2、落合由嗣1、本藤　良1、植田富貴子1

（1日獣大・公衆衛生、2横浜検疫検査センター）
F-10 わが国のRattus属の齧歯類におけるBartonella属菌の分布 ……………………………………… 117

○井上　快1、丸山総一1、壁谷英則1、瀧川裕一郎1、谷原　光1、佐藤雪太1、川森文彦2、
増沢俊幸3、角坂照貴4、高田伸弘5、藤田博己6、川端寛樹7

（1日大・獣医公衆衛生学研究室、2静岡環衛研、3静岡県立大、 
4愛知医科大、5福井大、6大原研、7感染研）

10：40～11：00 山本茂貴（医食研）
F-11 タイのウシ、ニワトリおよびマダニにおけるCoxiella burnetii の侵淫調査 …………………… 117

○宇崎敬与1、村松康和1、上野弘志1、Indhira Kuramontong2、田村　豊1

（1酪農大・獣医学部　獣医公衆衛生、2Chulalongkorn University）
F-12 北海道の盲導犬およびその関連犬におけるコクシエラの侵淫調査 ……………………………… 117

○村松康和1、田中宗平1、諏訪義典2、和田孝文2、上野弘志1、田村　豊1

（1酪農大・獣医、2北海道盲導犬協会）

11：00～11：30 植田富貴子（日獣大）
F-13 市販牛乳および原料乳のエンドトキシン、β-グルカンおよびペプチドグリカン、総菌数測

定による品質管理試験法の有用性 …………………………………………………………………… 118
○藤平ひとみ1、酒見蓉子1、上前知子1、高橋淳吉2、田代義和3、梨本一男3、澤山成行3、
島北寛仁3、上野弘志1、村松康和1、田村　豊1

（1酪農大・獣医公衆衛生、2和光純薬工業、3松下エコシステムズ）
F-14 牛潜在性乳房炎摘発のための乳中体細胞数簡易測定キット(Porta SCC)の有効性、ならびに

罹患分房乳中体細胞数と、乳中IL-6濃度・エンドトキシン濃度との関連 ……………………… 118
○酒見蓉子1、藤平ひとみ1、上前知子1、青木ひとみ2、澤向　豊2、小岩政照2、萩原克郎3、
田村　豊1

（1酪農大・獣医・獣医公衆衛生、2酪農大・獣医・生産動物医療、3酪農大・獣医・獣医微生物）
F-15 鶏卵内巨大異物の発生率、分類および微生物検出 ………………………………………………… 118

○小野雅章、高橋紗野香、佐藤静夫 （全農家畜衛研）

11：30～11：50 広田好和（農工大）
F-16 北海道のエゾシカに寄生するSarcocystis sp.1の進化系統解析及び塩基配列の多様性 ………… 118

○中嶋瑠衣1、松田奈穂子1、辻　正義1、成澤昭徳2、福本真一郎1、石原智明1

（1酪農大・獣医学部、2帯広食肉衛検）
F-17 北海道のエゾシカに寄生する３種類のSarcocystis spp.の18S rRNA遺伝子の解析 …………… 119

辻　正義1、成澤昭徳2、中嶋瑠衣1、松田奈穂子1、竹花一成1、福本真一郎1、○石原智明1

（1酪農大・獣医学部、2帯広食肉衛検）
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13：00～13：30 中馬猛久（鹿児島大）
F-18 The effects of T-2 toxin on liver xenobiotic metabolizing enzymes in piglets ……………… 119

○董　克蘇1、小西良子2、喩　静3、Phitsanu Tulayakul1、米澤智洋4、李　俊佑5、
熊谷　進1 （1東大・農・獣医公衆衛生、2国立医薬品食品衛生研究所・微生物部第四室、

3東大・医．漢方生体防御機能学講座、4北里大・獣医畜産学部、
5東大・農・附属高等動物教育研究センター）

F-19 Metabolic responses to aflatoxin B1 in piglets fed green tea extract (Salphenol) and 
Coumarin ……………………………………………………………………………………………… 119

○Phitsanu Tulayakul1、董　克蘇1、李　俊佑2、熊谷　進1

（1東大・農　獣医公衆衛生、2東大・高等動物教育研究センター）
F-20 Organ differences in zearalenone-reducing activity in subcellular fractions from adult 

goats …………………………………………………………………………………………………… 119
○董　梅1、Phitsanu Tulayakul1、李　俊佑2、董　克蘇1、熊谷　進1

（1東大・農　獣医公衆衛生、2東大・農　高等動物教育研究センター）

13：30～14：00 熊谷　進（東大）
F-21 ポジティブリスト制に対応した一斉分析法による中国産野菜等の残留農薬調査……………… 120

○岩崎絢子1、佐藤　至1、津田修治1、齋藤憲光2、金　一和3

（1岩手大・農・獣医公衆衛生、2岩手県環境保健研究センター・環境科学研究部、
3中国医科大学・公共衛生学院）

F-22 ラットにおけるパーフルオロオクタンスルホン酸の神経毒性に関する病理学的検討 ………… 120
○佐藤　至1、河本光祐1、津田修治1、吉田　緑2、齋藤憲光3、大網一則4、金　一和5

（1岩手大・農・獣医公衆衛生、2放射線医学総合研究所、
3岩手県環境保健研究センター・環境科学部、4筑波大学・生物科学系、
5中国医科大学・公共衛生学院）

F-23 難分解性有機フッ素化合物のゾウリムシに対する影響 …………………………………………… 120
○河本光祐1、大芦隆広1、佐藤　至1、大網一則2、齋藤憲光3、金　一和4、津田修治1

（1岩手大・農・獣医公衆衛生、2筑波大学・生物科学系、
3岩手県環境保険研究センター・環境科学部、4中国医科大学・公共衛生学院）

14：00～14：30 津田修治（岩手大）
F-24 主要イヌアレルゲンCan f 1の点変異体の作製 …………………………………………………… 120

○鎌田洋一、中山恵美子 （大阪府大・生命環境科学研究科　獣医公衆衛生学）
F-25 硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルペニシリンプロカインを有効成分とする乳房

注入剤の乳汁及び臓器・組織中残留について ……………………………………………………… 121
○内田一成、吉田知生、小林久人、高橋京子、中川潤子、奥村悦子、松崎　豊、青木葉一、
平山紀夫 （畜安研・分析試験研究部）

F-26 野鳥の重金属汚染に関する疫学調査（８）対馬のアビ類における重金属含量………………… 121
○北村知也1、鈴木友子2、梶ヶ谷　博2、植田富貴子1、本藤　良1、望月眞理子2

（1日獣大・公衆衛生、2日獣大・獣医保健看護）



（55）（55）

14：30～14：50 杉山　誠（岐阜大）
F-27 レプリコンを利用したウエストナイルウイルスとダニ媒介性脳炎ウイルスのキメラウイルス

様粒子の作製 …………………………………………………………………………………………… 121
○原田祐里、好井健太朗、伊川綾恵、苅和宏明、高島郁夫

（北大・大学院獣医学研究科・公衆衛生学教室）
F-28 エンベロープ蛋白の糖鎖付加配列の有無が、ウエストナイルウイルス感染マウス腹腔マクロ

ファージからの炎症性サイトカインの分泌に及ぼす影響 ………………………………………… 121
○白戸憲也1,2、三好洋嗣2、苅和宏明2、高島郁夫2

（1感染研・ウイルス3部、2北大・獣医・公衆衛生）

14：50～15：20 苅和宏明（北大）
F-29 イヌにおける日本脳炎ウイルスに対する中和抗体保有状況の調査 ……………………………… 122

○前田　健1、河野沙紀1、甲斐一成1、奥田　優2

（1山口大・農・家畜微生物、2山口大・農・家畜内科）
F-30 国内飼育犬における狂犬病ウイルス中和抗体の保有状況 ………………………………………… 122

○大東卓史1、伊藤直人1、杉山　誠2、源　宣之1

（1岐阜大・応用生物科学・人獣共通感染症学、2岐阜大・連合大学院・獣医学研究科）
F-31 病原性の異なる狂犬病ウイルス株間のI型インターフェロン作用経路阻害能の違いにP蛋白質

が関与する ……………………………………………………………………………………………… 122
○清水健太1、三田哲朗1、伊藤直人1,2、杉山　誠1、源　宣之1,2

（1岐阜大・連合獣医学研究科、2岐阜大・人獣共通感染症学）

15：20～15：40 加藤大智（山口大）
F-32 野生イノシシにおける血清疫学調査より推測される新型A群ロタウイルス流行の可能性 …… 122

○川口まり子1、伊藤直人2,5、石黒直隆3,5、山下照夫4、杉山　誠5

（1岐阜大・応用生物・連合獣医、2岐阜大・人獣共通感染症、 
3岐阜大・食品環境衛生、4愛知衛研、5岐阜大・院・連合獣医）

F-33 集団飼育チンパンジ－におけるα-Herpesvirus感染の血清疫学 ………………………………… 123
○大森優紀1、落合由嗣1、植田富貴子1、本藤　良1、藤間昭勝2、早坂郁夫3、吉川泰弘4

（1日獣大・獣医・公衆衛生、2北里大塚アッセイ、3三和化学研究所・熊本霊長類パーク、
4東大・農学生命科学研究科・実験動物）
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G．獣医繁殖学分科会

一般演題
9月23日（土）第 2会場

演題番号 G-01～24（9：00～15：48）

9：00～9：24 三宅陽一（帯畜大）
G-01 サラブレッド種雄馬における精子頭部形態の変化 ………………………………………………… 127

○古家後雅典1、角田修男2、中田　健1、森好政晴1、澤向　豊1

（1酪農大・獣医学部、2社台コーポレーション）
G-02 重輓馬における PGF2αとオキシトシン併用投与による分娩誘起法についての安全性の評価

項目としての乳汁中 Ca と IgG の濃度の測定結果 ……………………………………………… 127
○川合晶子1、石井三都夫7、三木　渉2、安田　峰3、渡辺由紀4、小林牧人3、関塚次郎3、
斉藤　哲5、松井義貴6、松井基純1、宮本明夫7、三宅陽一1

（1帯畜大・臨床繁殖、2北海道NOSAI研修所、3十勝NOSAI、 
4JA士幌、5十勝農協連、6道立畜試、7帯畜大）

9：24～9：48 菱沼　貢（鳥取大）
G-03 猫の精巣精子、精巣上体精子および射精精子における各種レクチンの結合性 ………………… 127

○豊永真理、森田実希、渡辺真史、小澤加織、酒井美帆、佐藤優花、大場寛道、水谷達二、
堀　達也、河上栄一、筒井敏彦 （日獣大・臨床繁殖）

G-04 ネコの精巣・卵巣機能と環境との関連性 …………………………………………………………… 127
○直井秀明1、Agung Budiyanto1、藤井章子1、清水良平1、堀　達也2、筒井敏彦2、
音井威重1 （1山口大・農・連合獣医、2日獣大・獣医臨床繁殖）

9：48～10：12 筒井敏彦（日獣大）
G-05 凍結融解犬精液の生存性における凍結保護物質の効果 …………………………………………… 128

○藤井章子1、清水良平1、内藤政和1、直井秀明1、竹入修二2、相原丈洋2、音井威重1

（1山口大・農・連合獣医、2北山ラベス（株））
G-06 子宮蓄膿症罹患犬の子宮における感染防御因子ラクトフェリンの発現………………………… 128

○喜田加世子1、馬場栄一郎1、鳥居隆三2、杉浦喜久弥1、川手憲俊1、玉田尋通1、
稲葉俊夫1 （1大阪府大・院、2滋賀医大）

10：12～10：36 津曲茂久（日大）
G-07 犬の妊娠期における片側卵巣摘出が下垂体ホルモン分泌に及ぼす影響………………………… 128

○堀　達也、藤村奈苗、河上栄一、筒井敏彦 （日獣大・獣医・臨床繁殖）
G-08 卵巣・子宮摘出がその後の犬体に与える主な臨床的影響の調査検討 …………………………… 128

○小嶋佳彦 （小島動物病院アニマルウェルネスセンター・産科・生殖器科）
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10：36～11：00 宮澤清志（岐阜大）
G-09 Steroidogenic functions of the bovine testis alters with increased testicular temperature 129

○Bhuminand Devkota1,2、佐々木基樹1,3、松井基純　1,2、坪田敏男1,4、金子　悦史5、
宮本　明夫5、Carlos Amaya Montoya1,2、大澤健司1,6、橋爪　力7、三宅　陽一1,2

（1岐阜大・連合大学院、2帯畜大・繁殖、3帯畜大・解剖、4岐阜大・野生動物、5帯畜大・畜産衛生、
6岩手大・獣・繁殖、7岩手大・農・繁殖）

G-10 種雄牛にみられたセルトリー細胞腫の１症例 ……………………………………………………… 129
○澤向　豊1、沖中正治2、高橋健一3、中田　健1、森好政晴1

（1酪農大・獣医学部、2ジェネティクス北海道道央種雄牛センター、
3ジェネティクス北海道十勝清水種雄牛センター）

13：00～13：24 吉岡耕治（動衛研）
G-11 時間分解蛍光測定法を用いた豚血中LH濃度の測定 ……………………………………………… 129

○野口倫子1、吉岡耕治2、金子浩之3、岩村祥吉2、高橋　透3、鈴木千恵2、尾澤知美2、
新井佐知子1、伊東正吾1、和田恭則1 （1麻布大、2動衛研、3生物資源研）

G-12 初産および二産豚に対する離乳直後のPMSG投与が繁殖成績に与える影響 …………………… 129
○菊池元宏、朝見和行、小池正充、三浦　弘、大浪洋二

（北里大・獣畜・獣医臨床繁殖）

13：24～13：48 居在家義昭（岩手大）
G-13 豚体内発生胚の日齢及び受胚豚の発情周期が非外科的移植による受胎率に及ぼす影響 ……… 130

○検崎真司1、柴田貴子2、中根　崇3、仲澤慶紀4、中村嘉之5、鈴木千恵6、中野貞雄7、星　宏良8、
吉岡耕治6 （1鹿児島県農総セ・中小家畜部養豚研究室、2愛知県農総試、3千葉県畜総研、

4神奈川県畜技セ、5埼玉県農総研、6動衛研、7富士平工業、
8(株）機能性ペプチド研）

G-14 子宮角内胚移植用カテーテルを用いた非外科的移植による体外生産胚からの子豚の作出 …… 130
○鈴木千恵1、尾澤知美1、中野貞雄2、吉岡耕治1

（1動衛研・生産病研究チーム、2富士平工業・開発センター）

13：48～14：12 小島敏之（鹿児島大）
G-15 Epigallocatechin gallate (EGCG)の添加がブタ卵母細胞の体外受精に及ぼす影響 …………… 130

○内藤政和、直井秀明、Agung Budiyanto 、清水良平、藤井章子、伊藤　彩、楓井雪音、
音井威重 （山口大・農・連合獣医）

G-16 ヤギ子宮におけるEGFファミリーの成長因子およびEGFレセプターの遺伝子発現に及ぼす
卵胞ホルモンと黄体ホルモンの影響 ………………………………………………………………… 130

○玉田尋通、山本雅祥、川手憲俊、喜田加世子、稲葉俊夫、澤田　勉
（大阪府大・先端病態解析学）

14：12～14：36 角川博哉（山口大）
G-17 周産期の乳牛におけるレプチン濃度とＢＣＳおよび初回授精日数との関係 …………………… 131

○藤澤俊吾1、種村高一2、武田賢治1、大滝忠利1、渡辺　元3、田谷一善3、津曲茂久1

（1日大・臨床繁殖、2種村獣医科医院、3農工大・家畜生理）
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G-18 周産期の乳牛におけるLHパルス回数と肝機能および初回授精日数との関係 ………………… 131
○武田賢治1、種村高一2、藤澤俊吾1、大滝忠利1、渡辺　元3、田谷一善3、津曲茂久1

（1日大・獣医臨床繁殖、2種村獣医科医院、3農工大・家畜生理）

14：36～15：00 加茂前秀夫（農工大）
G-19 Resumption of ovarian cycles postpartum and subsequent ovarian cycles and causes of 

infertile breeding in high-producing dairy cows ………………………………………………… 131
○Yusuf Muhammad、中尾敏彦、小川　誠 （山口大・農・家畜臨床繁殖）

G-20 フリーストール牛群における乾乳期のストレス強度と受胎性の関係 …………………………… 131
○片桐成二、高橋芳幸 （北大・繁殖）

15：00～15：24 高橋芳幸（北大）
G-21 牛の発情行動の24時間連続観察と歩数、臀部表面温度との関連 ………………………………… 132

○加治佐　誠1、森山千穂1、羽石敬史2、堤　千佐子1、山本隆太1、下条広介2、妙中友美1、
中山　緑1、堀井洋一郎1、上村俊一2 （1宮崎大・家畜病院、2宮崎大・獣医臨床繁殖）

G-22 乳牛における発情徴候と人工授精による受胎率との関係 ………………………………………… 132
○吉田智佳子1、中尾敏彦2、鈴木俊彦3、前田陽平3、秋田真司3

（1山口大・農・家畜臨床繁殖　（※現　新潟大　農・附属FC）、 
2山口大・農・家畜臨床繁殖、3広島県農共連）

15：24～15：48 上村俊一（宮崎大）
G-23 乳牛のCIDRショートプログラムを応用した繁殖プログラムにおける乳中黄体ホルモンの分

析と評価 ………………………………………………………………………………………………… 132
○石井三都夫1、森本　修1、川島千帆2、山ノ井高洋3、宮本明夫2

（1帯畜大・大動物特殊疾病研究センター、2帯畜大・大学院畜産学研究科、
3北海学園・工学部電子情報工学科）

G-24 分娩後早期の黒毛和種牛におけるOvsynchにCIDRを併用する排卵同期化法の定時胚移植へ
の応用 …………………………………………………………………………………………………… 132

○川手憲俊1、坂瀬充洋1,2、渡辺健介1、福島護之2、野田昌伸2、武田和士2、田中幹雄2、
上野　悟2、稲葉俊夫1、喜田加世子1、玉田尋通1、澤田　勉1

（1大阪府大・先端病態解析学、2兵庫県農技総セ北部農技・畜産部）
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HL．臨床分科会（産業動物）

一般演題
9月22日（金）第 3会場

演題番号 HL-01～18（9：00～12：00）

9：00～9：20 奥村正裕（北大）
HL-01 育成馬における運動前後の血清cartilage oligomeric matrix protein (COMP) 濃度の変動 …… 135

○Helal Ibrahim E1、松本康宏2、石丸睦樹2、山本純也2、三角一浩1

（1鹿児島大・農・家畜外科、2JRA・宮崎育成）
HL-02 胃潰瘍馬の胃粘膜におけるα1-Antitrypsin分子種多様性 ……………………………………… 135

○栗田尚志1、田原口貞夫2、岡井和彦2、宮庄　拓1、田中良子1、谷山弘行4、桑野睦敏3、
横田　博1

（1酪農大・獣医・獣医生化学、2NOSAI日高、3JRA総研、4酪農大・獣医・獣医病理学）

9：20～9：40 永延清和（宮崎大）
HL-03 ケタミン-メデトミジン-プロポフォールを用いた馬の全静脈麻酔の試み　3．外科手術におけ

る血漿プロポフォール濃度の推移 …………………………………………………………………… 135
○山下和人1、井上博紀2、Mohammed Ahmed Umar1

（1酪農大・獣医学部伴侶動物医療部門、
2酪農大・環境システム学部生命環境学科環境生化学研究室）

HL-04 鎮静処置の有無による牛の聴性脳幹反応の変化 …………………………………………………… 135
○新井鐘蔵1、菊　佳男1、岡田洋之1、松井義貴2、福田茂夫2

（1動衛研・生産病研究チーム、2北海道立畜産試験場・基盤研究部）

9：40～10：00 高木光博（鹿児島大）
HL-05 黒毛和種体細胞クローン牛肥育における肥育成績差発生原因の検討 …………………………… 136

○藤嶋吉宏1、山内健治1、河村　正2、井上慶一2、山田信一3、瀧本昌彦4

（1家畜改良セ十勝・業務一、2家畜改良セ・技術二、3農水省・技術会議、4農水省・生産局）
HL-06 牛海綿状脳症（BSE）脳内接種牛の臨床症状 ……………………………………………………… 136

○福田茂夫1、尾上貞雄1、松井義貴1、二階堂　聡1、甲田洋子1、岡田洋之2、横山　隆2、
扇　勉1 （1北海道畜試・基盤研究部、2動衛研・プリオン病）

10：00～10：20 日笠喜朗（鳥取大）
HL-07 ウシ肺サーファクタント蛋白質Aの精製とELISAによる定量 …………………………………… 136

○高梨資子1、宮本　亨1、大橋　傳5、帆保誠二3、佐藤　幹4、堀野理恵子2

（1動衛研・生産病、2東北農研・業務第2科、3JRA・総研・栃木、 
4東北大・動物栄養生化学、5動衛研・検査技術課）

HL-08 牛アミロイドーシス診断における血清SAAアイソフォーム分析の有用性の検討 …………… 136
○高橋英二1,3、川本恵子2、松井高峯3、佐藤基佳3、田邉茂之3、猪熊　壽3

（1岐阜大・連合獣医、2帯畜大・大動物疾病研、3帯畜大・獣医）
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10：20～10：40 猪熊　壽（帯畜大）
HL-09 乳牛の十二指腸粘膜におけるPMCA遺伝子発現量 ……………………………………………… 137

○山岸則夫1、宮崎雅雄2、添田　聡3、伊豆弥生3、Lee Inhyung4、内藤善久5

（1岩手大・大動物診断治療学、2理化研・フロンティア研究システム、 
3日獣大・獣医解剖学、4UTMB, USA、5岩手大・生産獣医療学）

HL-10 牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛に対するウシインターフェロン-τおよびヒトイン
ターフェロン-αの抗ウイルス効果 ………………………………………………………………… 137

○小原潤子1、西倉由美子2、田島誉士3、小沼　操2、横溝祐一4

（1北海道立畜試、2北大・獣医感染症、3北大・獣医付属家畜病院、4動衛研）

10：40～11：10 北川　均（岐阜大）
HL-11 実験的脂肪肝牛の肝類洞内皮細胞下基底膜の形態的変化 ………………………………………… 137

○宮本和吉1、及川　伸2、保坂善真1、植田弘美1、竹花一成1

（1酪農大・獣医解剖、2酪農大・生産動物医療）
HL-12 摂取粗飼料の違いが絶食後の乳牛の第四胃運動および形態に及ぼす影響……………………… 137

○伊藤めぐみ、川本　哲 （北海道畜試・病態生理）
HL-13 ルーメンバイパス・アミノ酸製剤の投与が乳牛の肝臓機能・泌乳成績・繁殖成績に及ぼす影

響 ………………………………………………………………………………………………………… 138
○渡邉聖子1、石井三都夫1、大星健治2

（1帯畜大・大動物特殊疾病研究センター、2元帯広畜産大学教授）

11：10～11：40 左向敏紀（日獣大）
HL-14 異なる初乳給与方法が新生子牛の血清IgG1濃度に及ぼす影響 …………………………………… 138

○藤本彩子1、石井三都夫1、小原潤子2、木田克弥3

（1帯畜大・大動物特殊疾病研究センター、2北海道立畜産試験場、
3帯畜大・畜産フィールド科学センター）

HL-15 ウシ初乳の微生物汚染とエンドトキシンに関する考察 …………………………………………… 138
○赤松裕久、土屋貴幸、山岸健二、片山信也、佐野文彦、笠井幸治、土屋純夫

（静岡畜試・乳牛部）
HL-16 新生子牛の下痢における糞中有機アニオン濃度の変化 …………………………………………… 138

○佐藤　博、下村裕子、小岩政照 （酪農大・獣医学部）

11：40～12：00 南　三郎（鳥取大）
HL-17 Lactobacillus plantarumとMegasphaera elsdeniiの経口投与による仔ブタ腸管IgA分泌の促進

と結腸酪酸の上昇による粘膜組織の発達 …………………………………………………………… 139
○高橋俊輔1、下條信行1、井上　亮1、亀上知世子1、塚原隆充1,2、牛田一成1

（1京都府大院・農学研究科、2栄養・病理学研究所）
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HL-18 離乳期仔ブタにおけるα-結合ガラクトオリゴ糖投与による腸管アレルギーおよび増体の改
善 ………………………………………………………………………………………………………… 139

○塚原隆充1,2、下條信行1、牛田一成1、橋本博之3、中山啓三2、齋藤三四郎4、佐藤俊郎4、
伊藤哲也5、藤田孝輝5

（1京都府大院・農・動物機能、2栄養・病理学研究所、3信州大・農、
4J-オイルミルズ・ファイン・フーズ研究所、5横浜国際バイオ研究所）
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HS．臨床分科会（小動物内科系）

一般演題
9月22日（金）第 3会場

演題番号 HS-01～22（13：00～17：00）

13：00～13：30 前田貞俊（岐阜大）
HS-01 犬天疱瘡における抗デスモグレイン１血中自己抗体の存在に関する検討 ……………………… 143

○近野仁美1、西藤公司2、藪添敦史1、Olivry Thierry3、大田三代1、天谷雅行2、桃井康行1、
岩崎利郎1 （1農工大・獣医内科、2慶応大・医、3ノースカロライナ州立大）

HS-02 抗デスモグレイン３自己抗体を有する犬天疱瘡患者血清は角化細胞間の接着を障害する …… 143
○西藤公司1、Thierry Olivry2、石井　健3、岩崎利郎4、天谷雅行1

（1慶應義塾大学・医学部皮膚科学教室、2ノースカロライナ州立大学・獣医学部、
3ペンシルバニア大学・医学部皮膚科学教室、4農工大・獣医内科学教室）

HS-03 ケラチノサイト特異的新規分子Kdapの機能解析 ………………………………………………… 143
○辻　彩香1、金城英美子1、小林洋平1、西村雄大1、篠崎奈穂1、八木原紘子1、礒谷真弓1、
田村恭一1、盆子原　誠1、小野憲一郎2、鷲巣月美1

（1日獣大・臨床病理、2東大・臨床病理）

13：30～14：00 奥田　優（山口大）
HS-04 犬の肥満細胞腫におけるイマチニブの治療効果の検討 …………………………………………… 143

○石田直也1、冨永美樹1、礒谷真弓1、田村恭一1、八木原紘子1、盆子原　誠1、小野憲一郎2、
鷲巣月美1 （1日獣大・獣・臨床病理、2東大・農・臨床病理）

HS-05 イヌ肥満細胞腫の腫瘍性増殖におけるPI3Kシグナル伝達系の役割 …………………………… 144
○雨貝陽介、田中あかね、松田浩珍 （農工大・獣医分子病態治療学）

HS-06 白血病細胞の増殖機構における転写因子NF-κBの役割 
２ 細胞周期調節分子との関連性について ………………………………………………………… 144

○蛇島武久、田中あかね、松田浩珍 （農工大・獣医分子病態治療学）

14：00～14：30 盆子原誠（日獣大）
HS-07 犬の乳腺腫瘍の組織所見とMelanoma Inhibitory Activity（MIA）発現との関係 …………… 144

○山之口和人、藤木　誠、三角一浩 （鹿児島大・農・家畜外科）
HS-08 cDNAマイクロアレイを用いたイヌ悪性乳腺腫瘍のマウス転移モデルにおける遺伝子発現解

析 ………………………………………………………………………………………………………… 144
○村井清和、中川貴之、Lobna Mkaouar、西村亮平、佐々木伸雄 （東大・獣医外科）

HS-09 イヌ炎症性乳癌由来腫瘍細胞株の樹立ならびに樹状細胞がんワクチン療法 …………………… 145
○納谷裕子1、荻原喜久美1、岡本芳晴2、岸川正剛1

（1麻布大・環保・病理、2鳥取大・農・動物病院）
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14：30～15：00 辻本　元（東大）
HS-10 マウス移植腫瘍細胞における銅キレート剤トリエンチン処理によるin vivo、in vitroでのア

ポトーシス誘発効果 …………………………………………………………………………………… 145
○林　正信1、石原勇介1、千葉俊明1、遠藤大二1、昆　泰寛2、奥井登代3

（1酪農大・獣医・放射線、2北大・獣医・解剖、3北海道立衛研）
HS-11 イヌT細胞レセプターγ鎖のゲノム構造解析とT細胞クローナリティーの検出 ……………… 145

○八木原紘子1、礒谷真弓1、田村恭一1、盆子原　誠1、小野憲一郎2、鷲巣月美1

（1日獣大・臨床病理、2東大・臨床病理）
HS-12 フローサイトメトリー法による担癌犬のTh1/Th2バランスの解析 …………………………… 145

○堀内　大1、花沢麻美1、宮田知花1、唐木茂二1、森川伸也1、金井　泉1、浅沼秀樹2、桑原正人1、
湯川眞嘉3、伊藤　博4 （1日大・獣医放射線学研究室、2東海大学・生命化学科、 

3日大・実験動物学、4農工大・動物病院）

15：20～15：50 亘　敏広（日大）
HS-13 LPS刺激による犬顆粒球の活性化における補体と血小板の関与について ……………………… 146

○太田亜紗子、大谷　誠、土屋　亮、石川武史、根尾櫻子、久末正晴、山田隆紹
（麻布大・獣医・内科第二）

HS-14 ヒト免疫グロブリン製剤投与犬における血液凝固、線溶系および血小板凝集機能の変動 …… 146
○池上　敦、阿久津喜規、土屋　亮、上田綾子、石川武史、根尾櫻子、久末正晴、
山田隆紹 （麻布大・獣・内科第二）

HS-15 液状試薬測定法によるイヌおよびネコの血液生化学分析 ………………………………………… 146
○桑原　岳1、難波信一1,3、日比佐知子1、大沼和気子1、小笠原静香1、伊藤典子1、佐伯なつみ2、
鶴間　明2

（1マーブル動物病院、
2デイド ベーリング株式会社・営業部 首都圏ブロック カスタマーケアグループ、
3日大・大学院・獣医臨床繁殖）

15：50～16：20 大野耕一（東大）
HS-16 馬および犬末梢血単核球の組織因子発現に対する牛胎児血清および非働化牛胎児血清の影

響 ………………………………………………………………………………………………………… 146
○岡野昇三1、J.N. Moore2、D. Hurly2、M.L. Vandenplas2

（1北里大・小動物第3外科、2ジョージア大・獣医）
HS-17 イヌ骨髄中の造血前駆細胞に対するモノクローナル抗体の作製 ………………………………… 147

○杉浦喜久弥、井上ひとみ、尾市朋子、Viskam Wijewardana、稲葉俊夫
（大阪府大・生命環境科学・先端病態解析）

HS-18 Generation of myelin forming cells from bone marrow-derived canine mesenchymal stem 
cells ……………………………………………………………………………………………………… 147

○神志那弘明 （University of Florida, College of Veterinary Medicine・ 
Department of Small Animal Clinical Sciences）
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16：20～17：00 桃井康行（農工大）
HS-19 ハタケシメジ抽出物がビーグル犬の免疫系におよぼす影響および脳腫瘍症例に対する使用経

験 ………………………………………………………………………………………………………… 147
○山田一孝1、喜澤香織1、櫻井達也2、岸本海織1、室谷直義3、池水智博4、小嶋　靖5、
卯川裕一6

（1帯畜大・臨床獣医学講座、2帯畜大・原虫病研究センター、3むろや動物病院、
4北条動物病院、5王子製紙（株）、6王子木材緑化（株））

HS-20 ウシラクトフェリンがネコ末梢血単核球における細胞増殖、コンカナバリンA誘導インター
ロイキン-2および細胞周期に及ぼす影響 …………………………………………………………… 147

○小林沙織、佐藤れえ子、山田裕一、Careen Hankanga、安田　準、百田　豊、
佐々木重荘 （岩手大・小動物内科）

HS-21 エンドトキシン誘発ぶどう膜炎(EIU)ラットでの選択的シクロオキシゲナーゼ（COX）-2阻害
薬投与時の毛様体組織と網膜組織での炎症性サイトカイン、血管接着因子、増殖因子の発現
比較 ……………………………………………………………………………………………………… 148

○金井一享、印牧信行、和田恭則 （麻布大・内科学第三）
HS-22 猫のL鎖型多発性骨髄腫の1例 ……………………………………………………………………… 148

○山田　理1、呰上真理2、田村恭一1、八木原紘子1、礒谷真弓1、盆子原　誠1、鷲巣月美1

（1日獣大・獣医・臨床病理、2日獣大・動物医療センター）

一般演題
9月23日（土）第 3会場

演題番号 HS-23～39（9：00～11：50）

9：00～9：20 遠藤泰之（鹿児島大）
HS-23 Babesia gibsoniのin vitro培養株の確立および薬剤感受性 ……………………………………… 148

○松鵜　彩1、筏井宏実2、日笠喜朗1 （1鳥取大・農・獣医内科、2北里大・獣・寄生虫）
HS-24 柴犬のGM1ガングリオシドーシスの予防プロジェクト：チェコ共和国での試み …………… 148

○大和　修1、Holger Funk2、Michaela Funkova2、Zdenka Entlerova2、
Ing. Hana Petrusova2、河原夏子3、林　大輔3、山崎真大3、前出吉光3

（1鹿児島大・臨床病理、2チェコ共和国柴クラブ、3北大・獣医内科）

9：20～10：00 板本和仁（山口大）
HS-25 塩酸ブピバカインの胸部硬膜外持続投与がイソフルラン麻酔下におけるイヌの呼吸循環器系

に与える影響 …………………………………………………………………………………………… 149
○前田賢一1、左近允　巌1、山崎美穂2、伊藤　博3、角田知子1、高瀬勝晤1

（1北里大・小動物第１外科学研究室、2沢村獣医科病院、3農工大）
HS-26 犬のイソフルランのMAC (minimum alveolar concentration)に対するフェンタニル持続投

与の影響 ………………………………………………………………………………………………… 149
○鎌田正利1、西村亮平2、長濱正太郎1、村上　勲3、金澤秀子3、佐々木伸雄1

（1東大・獣医外科、2東大・獣医高度医療科学、3共立薬科大学・創薬物理化学講座）
HS-27 犬における持続投与による硬膜外鎮痛時の薬剤分布範囲の検討 ………………………………… 149

○井芹俊恵、長濱正太郎、西村亮平、佐々木伸雄 （東大・獣医外科）
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HS-28 麻酔中に十分な侵害刺激遮断を得るためのフェンタニルを中心とした鎮痛薬の投与法の検
討 ………………………………………………………………………………………………………… 149

○長濱正太郎、鎌田正利、西村亮平、佐々木伸雄 （東大・獣医外科）

10：00～10：40 廉澤　剛（酪農大）
HS-29 ネコTリンパ球の荷電粒子線に対する致死感受性 ………………………………………………… 150

○柿崎竹彦1,2、浜田信行2,3,4、和田成一2,3,4、坂下哲哉2、舟山知夫2、宝達　勉1、夏堀雅宏1、
佐野忠士1、小林泰彦2,3,4、伊藤伸彦1 （1北里大・院獣医、2原子力機構・マイクロビーム、 

3群馬大・院医生体機能解析、4群馬大・COE）
HS-30 イヌ自然発生黒色腫の粒子線に対する細胞致死効果 ……………………………………………… 150

○伊藤　尚1、和田成一2,3,4、柿崎竹彦1,2、小林泰彦2、夏堀雅宏1、佐野忠士1、佐々木伸雄1,5、
伊藤伸彦1 （1北里大・獣医・獣医放射線、2原子力機構マイクロビーム、 

3群馬大院医生体機能解析、4群馬大COE、5東大・獣医外科）
HS-31 放射光による新たな放射線治療法の開発 

-ラット小脳に対するマイクロビーム照射(MR)の影響- …………………………………………… 150
○粕谷新音1、夏堀雅宏1、小山田敏文2、取越正己3、大野由美子3、鈴木雅夫3、八木直人4、
上杉健太郎4、宮澤国男2、佐野忠士1、伊藤伸彦1

（1北里大・獣医・獣医放射線、2北里大・獣医・獣医病理、3放医研、4JASRI/SPring-8）
HS-32 獣医療における陽子線治療の基盤的研究　 -東北大CYRICにおける陽子線の物理学的線量分

布と生物学的影響評価- ……………………………………………………………………………… 150
○中澤　菓1、佐野忠士1、寺川貴樹2、船木善仁2、石崎　梓2、戸塚祐希2、本田泰三2、宮下拓也2、
夏堀雅宏1、柿崎竹彦1、宝達崇文1、石井慶造2、佐々木伸雄3、伊藤伸彦1

（1北里大・獣医・放射線、2東北大・工、3東大・獣医・外科）

10：40～11：20 宇根　智（山口大）
HS-33 イヌの胸腰部椎間板ヘルニアにおけるF波を用いた上位脊髄運動経路機能評価 ……………… 151

○奥野征一1、小林孝之1、市原伸恒2、浅利昌男2

（1アニマルクリニックこばやし、2麻布大・解剖学第１研究室）
HS-34 正常犬（ビーグル犬）体性感覚誘発電位のトポグラフィ………………………………………… 151

○和田安弘1、藤井善信2、細井戸大成2、板本和仁3、奥野征一4、斉藤由香5、小野文子6、
和田直己5 （1山口大・山口大学大学院連合獣医学研究科、2ネオベッツVRセンター、

3山口大・農学部獣医学科家畜外科、4アニマルクリニック小林、
5山口大・農学部獣医学科家畜生理、6社団法人　予防衛生協会）

HS-35 小動物脳波測定法の新展開―睡眠脳波のマッピングトポグラフィ解析― ……………………… 151
○藤井善仁1、奥野征一3、板本和仁2、斉藤由香4、和田安弘5、和田直己4、細井戸大成1、
小野文子6

（1ネオベッツＶＲセンター、2山口大・農学部獣医学科外科、3アニマルクリニック小林、
4山口大・農学部獣医学科生理、5わだ動物病院、6社団法人　予防衛生協会）
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HS-36 LED内蔵型コンタクトレンズ電極を用いた鳥類網膜電図の記録 ……………………………… 151
○遠藤健太郎1、前原誠也2、佐々木正治1,3、伊藤典彦2,4、寺岡宏樹1、平賀武夫1

（1酪農大・獣医毒性学教室、2酪農大・伴侶動物医療学教室、
3アボット ジャパン株式会社・非臨床試験推進グループ、
4横浜市立大・医学部眼科学教室）

11：20～11：50 三角一浩（鹿児島大）
HS-37 異なる分子量の造影剤が犬の排泄性尿路造影におよぼす影響についての基礎的検討 ………… 152

○岸本海織1,2、渡部明日香1、山田一孝1,2、宮本賢治3、岩崎利郎2,4、三宅陽一1,2

（1帯畜大・臨床獣医学講座、2岐阜大・臨床連合講座、 
3エンジェル動物病院、4農工大・農・獣医内科）

HS-38 トレハロースによる開腹術時の臓器乾燥に伴う癒着の防止効果 ………………………………… 152
○李　秀貞1、三輪恭嗣1、西村亮平1、武谷雄二2、亀井良政2、藤原敏博2、中川俊介2、鄭　雄一3、
伯川　徹4、飯村秀樹4、鈴木茂樹4、佐々木伸雄1

（1東大・農・獣医外科、2東大周産母子診療部、
3東大周産母子診療ティッシュエンジニアリング部・ティッシュエンジニアリング部、
4株）セレックス）

HS-39 ミニダックスフントに見られた脊髄腎芽腫の1例 ………………………………………………… 152
○中出哲也1、廉澤　剛1、井上愛香1、谷山弘行2、秋原祐子2、石田　修3

（1酪農大・獣医学部伴侶動物医療学教室、 
2酪農大・獣医学部獣医病理学教室、3北札幌動物病院）
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I．生理学・生化学分科会

一般演題
9月22日（金）第 8会場

演題番号 I-01～35（9：00～16：50）

9：00～9：50 山本芳実（山口大）
I-01 盲導犬および麻薬探知犬適性と性格関連遺伝子多型との関連性………………………………… 155

○柳本（植田）佳子1、李　晶淵1、諏訪義典2、鈴木宏志1,3

（1帯畜大・原虫病研セ・ゲノム機能学、2（財）北海道盲導犬協会・指導部、
3東大・医学系研究科・発生・医療工学）

I-02 Expression of monocarboxylate transporter 1 (MCT1) in bovine pancreas ………………… 155
○Doaa Kirat1、Hideaki Hayashi1、Yumiko Shimoyama2、Hiroyuki Taniyama2、
Seiyu Kato1 （1Rakuno Gakuen University・Veterinary Physiology、

2Rakuno Gakuen University・Veterinary Pathology）
I-03 日本猫Sandhoff病の分子基盤の解明および遺伝子診断法の開発 ………………………………… 155

○金江　豊1、遠藤大二1、大和　修2、林　大輔3、松永　悟4、小川博之4、前出吉光3、
林　正信1 （1酪農大・放射線、2鹿児島大・臨床病理、3北大・内科、4東大・高度医療）

I-04 イヌ乳腺腫瘍関連遺伝子BRCA2の多型マーカーの確立 ………………………………………… 155
○吉川泰永1、森松正美2、落合和彦3、富岡幸子2、永野昌志4、冨沢伸行5、山根義久6、
佐々木伸雄7、橋爪一善3、岩永敏彦1

（1北大・医・組織細胞、2北大・遺制研、3岩手大・獣医生理、4北大・繁殖、5岩手大・獣医外科、
6農工大・獣医外科、7東大・獣医外科）

I-05 ウシ子宮内膜細胞の増殖及び遺伝子発現に及ぼすトリコスタチンAの影響 …………………… 156
○中田水葵、木崎景一郎、橋爪一善 （岩手大・農・獣医生理）

10：00～10：50 加藤清雄（酪農大）
I-06 マウス胚性腫瘍細胞P19における中胚葉マーカー遺伝子の発現制御: Nodalの発現との関連 156

○中谷航平1、村上　賢1、舟場正幸2 （1麻布大・獣・分子生物、2麻布大・獣・栄養）
I-07 培養単一筋線維上の筋衛星細胞の分化に対する過収縮の影響 …………………………………… 156

○細山　徹、石黒直美、山内啓太郎、西原真杉 （東大・獣医生理）
I-08 骨格筋由来の高脂肪分化能をもつクローン細胞の樹立及び解析………………………………… 156

○村上要介1、矢田英理香2、細山　徹1、山内啓太郎1、西原真杉1

（1東大・獣医生理、2国立精神・神経センター・神経研・遺伝子疾患治療研究部）
I-09 IA-2およびIA-2β遺伝子欠損マウスはstreptozotocin誘発性糖尿病に高感受性である ……… 157

○中島健太、竹山夏実、呉　幗英、谷内洋次郎、佐伯圭一、松本芳嗣、小野寺　節
（東大・農・応用免疫）

I-10 サルコペニアモデルトランスジェニックラットにおける骨格筋量低下機構の解析…………… 157
○柴田真吾、上野千織、山内啓太郎、西原真杉 （東大・獣医生理）
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11：00～11：50 澁谷　泉（鳥取大）
I-11 片側性泌尿生殖器異常（UUA）ラットの発症に関与する遺伝子の探索 ……………………… 157

○甘粕晃平、鈴木浩悦、鈴木勝士 （日獣大・獣医生理）
I-12 矮小症(PET)系統の原因遺伝子のマッピング ……………………………………………………… 157

○千葉純子、鈴木浩悦、鈴木勝士 （日獣大・獣医生理学）
I-13 表皮ケラチノサイトにおけるMAIL(INAP/IκBζ)の発現調節機構の解析 …………………… 158

○大沼俊名1、森松正美2、岩永敏彦3、橋爪一善1,4

（1岐阜大・連合獣医、2北大・遺制研・疾患モデル動物実験施設、 
3北大・医・組織細胞学、4岩手大・農・獣医生理）

I-14 ウシにおけるフェロモン受容体V1R相同遺伝子の解析 …………………………………………… 158
○前田佳名子1、木崎景一郎1、山本欣郎2、橋爪一善1

（1岩手大・農・獣医生理、2岩手大・農・獣医解剖）
I-15 グラニュリンノックアウトマウスにおける情動行動の解析 ……………………………………… 158

○千葉秀一1、栢菅遊子1、菊水健史2、山内啓太郎1、西原真杉1

（1東大・獣医生理、2東大・獣医動物行動）

13：00～13：50 村上　賢（麻布大）
I-16 エピジェネティクス制御に関わる蛋白質xMBD3による初期胚発生過程の遺伝子発現制御 …… 158

○岩野英知1、渡邉　愛1、横田　博1、中村正彦2、竹島一仁3

（1酪農大・獣医学部・獣医生化学教室、2京都学園大学・バイオ環境学部・バイオサイエ
ンス学科・応用生化学遺伝子機能学研究室、3名古屋大学・アイソトープ総合センター）

I-17 再生過程のラット骨格筋におけるWnt4の局在 …………………………………………………… 159
○石黒直美、番　絢子、村上要介、細山　徹、山内啓太郎、西原真杉

（東大・獣医生理）
I-18 シバイヌの行動特性に関連する遺伝子多型の検索 ………………………………………………… 159

○金子文大、尾形庭子、荒田明香、桃沢幸秀、菊水健史、武内ゆかり、森　裕司
（東大・獣医動物行動）

I-19 濃厚飼料を多給した韓牛の血漿代謝産物および肝臓酵素活性の変動 …………………………… 159
○占部智子1、朝田美穂1、木村信熙1、Chang Bon Choi2、新井敏郎1

（1日獣大・獣医生化、2Yeungnam University・Dept of Biotech）
I-20 １型糖尿病犬における血漿代謝産物およびコレステロール構成比の変化……………………… 159

○森　昭博1、吉村　格1、左向敏則2、新井敏郎1

（1日獣大・獣医生理化学、2日獣大・獣医内科学）

14：00～14：50 西原真杉（東大）
I-21 ラットの血管灌流小腸標本における各種アミノ酸吸収に及ぼすPGE2の影響 ………………… 160

三澤　輔1、井上博紀2、翁長武紀1、○加藤清雄1

（1酪農大・獣医生理、2酪農大・生命環境）
I-22 ウシ血中のグルコースおよびマンノース濃度について …………………………………………… 160

○添田修平1、佐藤稲子1、片山欣哉1、吉村　格2、木村信熙3、新井敏郎4、田崎弘之1

（1日獣大・生物情報、2日獣大・富士アニマルファーム、 
3日獣大・動物栄養、4日獣大・獣医生化）
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I-23 イヌ、ネコ血清中のグルコースおよびマンノースの同時測定法の開発 ………………………… 160
○佐藤稲子1、添田修平1、片山欣哉1、左向敏紀2、新井敏郎3、田崎弘之1

（1日獣大・生物情報、2日獣大・獣医内科、3日獣大・獣医生化）
I-24 ヒツジにおける唾液中のEGFの分泌と胃内動態 ………………………………………………… 160

○翁長武紀1、清水裕仁1、林　英明1、辻　正義2、遠藤大二3、岡田洋之4

（1酪農大・獣医生理、2酪農大・実験動物、3酪農大・獣医放射線、4動衛研）
I-25 Effect of leptin on degranulation and superoxide production of polymorphonuclear 

nuetrophils from Holstein cows …………………………………………………………………… 161
○Mohamed Ahmed1、山地大介1、岡松優子1、Kennedy Makondo1、稲波　修2、斉藤昌之1,3、
木村和弘1 （1北大・獣医・生化学、2北大・獣医・放射線、3天使大学・看護栄養学）

15：00～15：50 汾陽光盛（北里大）
I-26 新たに発見した自然発症肥満、糖尿病マウス”daruma” の特徴について ……………………… 161

○佐々木　睦、中原桂子、岩永智江、村上　昇 （宮崎大・農・家畜生理）
I-27 ニューロメジンＳの心臓機能に及ぼす効果 ………………………………………………………… 161

○坂本拓巳1、中原桂子1、児島将康2、寒川賢治3、村上　昇1

（1宮崎大・農・家畜生理、2久留米大・分子生命科学研、3国立循環器病センター・生化学）
I-28 ニューロメジンＳの視交叉上核および視索上核のホルモン分泌細胞への作用 ………………… 161

○守　康広1、中原桂子1、寒川賢治2、村上　昇1

（1宮崎大・農・家畜生理、2国立循環器病センター・生化学）
I-29 ラットの胎児期過体重および幼児期過体重が成熟後の高脂肪食摂取による肥満に及ぼす影

響 ………………………………………………………………………………………………………… 162
○村上　昇1、西郷みづほ1、中村潤子1、寒川賢治2、中原桂子1

（1宮崎大・家畜生理、2国立循環器病センター・生化学）
I-30 拘束ストレスによる運動機能低下に対する内因性グルココルチコイドの影響 ………………… 162

○松脇貴志、山内啓太郎、西原真杉 （東大・獣医生理）

16：00～16：50 村上　昇（宮崎大）
I-31 低酸素曝露に対する生体反応におけるIL-1の役割 ………………………………………………… 162

○高橋香織1、川口友浩1、伊藤公一1、岩倉洋一郎2、桑原正貴1、局　博一1

（1東大・農・比較病態生理、2東大・医科学研究所ヒト疾患モデル研究センター）
I-32 固形腫瘍内の低酸素細胞に対するエチニルシチジン(ECyd)の効果 …………………………… 162

○安井博宣1、稲波　修1、浅沼武敏1、松田　彰2、桑原幹典1

（1北大・獣医　放射線、2北大・薬　創薬化学）
I-33 レモンオイルの抗ストレス作用並びにその作用機序 ……………………………………………… 163

○小宮みぎわ1,2、竹内　崇1、原田悦守3

（1鳥取大・農・獣医臨床検査、2山口大・大学院、3酪農大）
I-34 イヌの血中ビオチン量と各疾患との関連性について ……………………………………………… 163

○金剛寺真弓1、安保美乃里1、宮城ゆい1、吉田しおり1、遠藤　伸1、有賀　誠5、菱山信也4、
猪股智夫1、印牧信行2、恩田　賢2、和田恭則2、前橋　賢3、二宮博義1

（1麻布大・獣医・実験動物学、2麻布大・獣医・内科学第３、 
3本荘第一病院、4菱山動物病院、5アリガ動物病院）
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I-35 Ayマウスにおいて亢進したエンドトキシン誘導性致死感受性について ……………………… 163
○須藤淳一 （生物研・動物科学研究領域）

一般演題
9月23日（土）第 8会場

演題番号 I-36～50（9：00～11：50）

9：00～9：50 鈴木勝士（日獣大）
I-36 ウサギのストレプトゾトシン誘発糖尿病における血液凝固機能の変動 ………………………… 163

○山田　學、伏見亜希子、松岡紀子、植木竜大、Hirowati Ali、矢間　太、堀内俊孝
（県立広島大・生命環境）

I-37 腫瘍および赤血球・肝細胞中のヘキソキナーゼ活性のHPLCによる測定 ……………………… 164
○山本研吾1、夏堀雅宏1、寺崎一典2、畠山　智3、二ツ川章二3、山口慶一郎4、佐野忠士1、
伊藤伸彦1 （1北里大・獣医・獣医放射線、2岩手医大サイクロトロンセンター、

3日本アイソトープ協会仁科記念サイクロトロンセンター、4仙台厚生病院）
I-38 ラットの胸腺における性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）によるアネキシン５合成の

促進とアポトーシスの誘導 …………………………………………………………………………… 164
○皆川ゆき、米澤智洋、久留主志朗、汾陽光盛 （北里大・獣医生理学研究室）

I-39 性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）による性腺刺激ホルモン産生細胞（ゴナドトロフ）
の増殖抑制機序 ………………………………………………………………………………………… 164

○島崎さとみ、太田　智、米澤智洋、久留主志朗、汾陽光盛
（北里大・獣医生理学研究室）

I-40 退行時期に同期する黄体の性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）系の促進 ……………… 164
○米澤智洋、小林圭子、久留主志朗、汾陽光盛 （北里大・獣医畜産・獣医生理）

10：00～10：50 岡　達三（鹿児島大）
I-41 低酸素曝露が自律神経系機能に及ぼす影響 -自律神経系遮断薬の慢性的投与による検討- …… 165

○川口友浩、伊藤公一、桑原正貴、局　博一 （東大・農・比較病態生理）
I-42 クラウン系ミニブタのin vivo心室再分極過程におけるIkrとIksの特徴 ………………………… 165

○仁科　拓、伊藤公一、桑原正貴、局　博一 （東大・農・比較病態生理学）
I-43 ラット胸膜中皮細胞のイオンチャネルに関する電気生理学的検討 ……………………………… 165

○吉瀬雄也、伊藤公一、桑原正貴、局　博一 （東大・農・比較病態生理）
I-44 マウス心筋の再分極過程におけるＫ+電流に関する研究 ………………………………………… 165

○八木健生、伊藤公一、桑原正貴、局　博一 （東大・農・比較病態生理）
I-45 海馬CA3苔状線維シナプス伝達におけるニコチン受容体の役割 ………………………………… 166

○礒部　剛仁、伊藤公一、桑原正貴、局　博一 （東大・農・比較病態生理）

11：00～11：50 和田直己（山口大）
I-46 腎低形成症(HPK）ラットの老齢期腎病態の評価 …………………………………………………… 166

○紙田秀人1、甘粕晃平1、千葉純子1、鈴木浩悦1、斉藤賢一2、鈴木勝士1

（1日獣大・獣医生理、2日獣大・応用生命科学部）
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I-47 腎低形成症ラットの胎生期および生後初期の腎臓における細胞増殖活性の評価 ……………… 166
○可知育美1、甘粕晃平1、千葉純子1、鈴木浩悦1、八木美央1、斉藤賢一2、鈴木勝士1

（1日獣大・獣医生理、2日獣大・応用生命科学部）
I-48 ラット警報フェロモンによる聴覚性驚愕反射の増強効果 ………………………………………… 166

○稲垣秀晃1、清川泰志1,2、菊水健史1、武内ゆかり1、森　裕司1

（1東大・農・獣医動物行動、2日本学術振興会・特別研究員）
I-49 アデノウイルスベクターによる変異サバイビン導入腫瘍細胞における放射線誘導アポトーシ

スの増強効果 …………………………………………………………………………………………… 167
○小倉亜希、稲波　修、桑原幹典 （北大・獣医・放射線）

I-50 インクジェット技術を応用した細胞の3次元積層化の試み ……………………………………… 167
○逸見千寿香1、西山勇一1、山口久美子1、望月修一1、瀧浦晃基1、中川英元1、中村真人1,2

（1（財）神奈川科学技術アカデミー・中村バイオプリンティングプロジェクト、
2東京医科歯科大学・生体材料工学研究所　生体システム分野）
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J．日本比較薬理学毒性学会

一般演題
9月22日（金）第 5会場

演題番号 J-01～27（9：00～15：58）

9：00～9：24 北澤多喜雄（酪農大）
J-01 ラット大動脈平滑筋の収縮に対するイブジラストの影響 ………………………………………… 171

○金田剛治、紺野泰史、浦川紀元、中條眞二郎、清水一政 （日獣大・獣医薬理）
J-02 ブタ冠状動脈収縮に対するロリプラムの影響 ……………………………………………………… 171

○藤本研志、金田剛治、久保田　尚、浦川紀元、中條眞二郎、清水一政
（日獣大・獣医薬理）

9：24～10：00 東　泰孝（大阪府大）
J-03 摘出ウマ脳底動脈のbradykininに対する反応性とそれに関連する受容体の検討 ……………… 171

○上野大作1、谷　英介1、松本つかさ1、渡邉　豊1、矢吹　映2、宮本　篤1

（1鹿児島大・農・基礎獣医・薬理、2鹿児島大・農・基礎獣医・解剖）
J-04 摘出ニワトリ脳動脈の内因性血管作動物質に対する血管反応の検討 …………………………… 171

○奥野忠恒1、小尾岳士3、矢吹　映2、宮本　篤1

（1鹿児島大・農・基礎獣医・薬理、2鹿児島大・農・基礎獣医・解剖、3琉球大・農・家畜生産）
J-05 摘出ヘビ脳動脈の内因性血管作動物質に対する反応性の検討 …………………………………… 172

○吉永就洋1、奥野忠恒1、渡邉　豊1、松本つかさ1、矢吹　映2、小尾岳士3、宮本　篤1

（1鹿児島大・農・基礎獣医・薬理、2鹿児島大・農・基礎獣医・解剖、3琉球大・農・家畜生産）

10：00～10：24 宮本　篤（鹿児島大）
J-06 マウス小腸平滑筋細胞においてムスカリン受容体刺激によって活性化される単一陽イオン

チャネル電流 …………………………………………………………………………………………… 172
○坂本貴史1、海野年弘2、松山勇人2、山田真久3、Wess Jurgen4、小森成一2

（1岐阜大・院・病態獣医、2岐阜大・応用生物・獣医薬理、 
3理研・脳科学研究センター、4NIH・生物有機化学）

J-07 マウス子宮筋のカルバコール誘発性収縮に関与するムスカリン受容体サブタイプの解析 …… 172
○増永　梢1、平間龍一1、曹　金山1、北澤多喜雄1、海野年弘2、小森成一2、山田真久3、
Jurgen Wess4、種池哲朗1 （1酪農大・獣医・薬理、2岐阜大・応用生物・獣医薬理、 

3理研・脳科学研究センター、4NIH・生物有機化学）

10：30～11：06 太田利男（北大）
J-08 ラミニンペンタペプチド(L5p)のマウス脳室内投与がインテグリン接着班を構成するタンパ

ク質の発現や探索行動に与える影響 ………………………………………………………………… 172
○岩本奈穂子、石井利明、古川志久磨、室井喜景、西村昌数 （帯畜大・病態獣医）
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J-09 同一個体の匂いに対する慣れからの回復に副嗅覚系が関与する………………………………… 173
○室井喜景1、石井利明1,2、小森成一1,3、西村昌数1,2

（1岐阜大・院・病態、2帯畜大・薬理、3岐阜大・薬理）
J-10 酸化ストレスによるグリセロアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素（GAPDH）のアミロイド様繊

維形成 …………………………………………………………………………………………………… 173
○中嶋秀満1、藤田秋一2、中村あき1、天野　渉1、東　泰孝1、竹内正吉1

（1大阪府大・生命環境・応用薬理、2名古屋大学・医学系研究科・分子細胞）

11：06～11：42 清宮健一（大阪府大）
J-11 コウモリの肝代謝酵素チトクロームP450(CYP)の活性の検出とその特徴について …………… 173

○上田直也1、大松　勉1、由井志乃ぶ3、鈴木　聡3、佐藤哲男3、渡辺俊平2、石井寿幸1、
遠矢幸伸2、久和　茂1、明石博臣2、吉川泰弘1

（1東大・農・獣医・実験動物、2東大・農・獣医・微生物、3HAB研究機構）
J-12 Downregulation of Cytochrome P450 by Profenofos …………………………………………… 173

Gihan Gamal Mostafa1、○Zein　Shaban Ibrahim1、橋本善春2、坂本健太郎1、石塚真由美1、
藤田正一1 （1北大・獣・毒性、2北大・獣・解剖）

J-13 M5076担癌マウスにおけるBowman-Birk inhibitorのconnexin 43を介した抗腫瘍作用機序に
ついて …………………………………………………………………………………………………… 174

○桜井智尚1、鈴木一由1、矢野友啓2、佐塚泰之3、浅野隆司1

（1日大・獣医薬理、2国立健康・栄養研、3静岡県大・薬）

13：00～13：36 石井利明（帯畜大）
J-14 高炭酸アシドーシスによる新生ラット摘出脊髄からのアデノシン放出と脊髄反射電位抑制作

用 ………………………………………………………………………………………………………… 174
乙黒兼一、山地良彦、伴　昌明、太田利男、○伊藤茂男 （北大・院・獣医・薬理）

J-15 神経因性疼痛発現における Transient Receptor Potential V1 (TRPV1)の関与につい
て　-TRPV1ノックアウトマウスを用いた解析- …………………………………………………… 174

○太田利男、小松竜一、乙黒兼一、伊藤茂男 （北大・院・獣医・薬理）
J-16 c-Jun N-terminal kinase 1の抑制はIL-10産生を高め自己免疫炎症を軽減する ………………… 174

○東　泰孝1、Elise Tran2、竹内正吉1、Richard Flavell2

（1大阪府大・生命環境・獣医・応用薬理、
2Yale University School of Medicine, USA・Section of Immunobiology）

13：36～14：00 池田正浩（宮崎大）
J-17 海綿由来生理活性物質Stellettamide Aの血管平滑筋肥厚および血管新生抑制効果 ………… 175

○村田幸久1、荒巻沙也香1、堀　正敏1、松永茂樹2、尾崎　博1

（1東大・農・獣医薬理、2東大・農・水圏天然物化学）
J-18 糖尿病性血管内皮細胞障害メカニズムの検討 ……………………………………………………… 175

○山脇英之、原　幸男 （北里大・獣医薬理）
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14：00～14：36 海野年弘（岐阜大）
J-19 消化管平滑筋における長期低酸素ストレスによるRhoA依存性Ca感受性増加機構の障害 …… 175

北岡優佳、○堀　正敏、大濱　剛、尾崎　博 （東大・農・獣医薬理）
J-20 インドメタシンによる小腸粘膜損傷の形成における消化管運動の役割 ………………………… 175

○塩谷紗知子、大塚紀子、佐藤　宏 （鳥取大・農・獣医・獣医薬理）
J-21 ネコにおけるインドメタシンによる小腸粘膜損傷の形成機序　………………………………… 176

○大塚紀子、西村正義、塩谷紗知子、佐藤　宏 （鳥取大・農・獣医・獣医薬理）

14：46～15：22 堀　正敏（東大）
J-22 尿細管上皮・間葉転換（EMT） in vitro モデルの作製とcyclosporin A細胞毒性の評価 …… 176

○池崎貴軌、中川博史、清宮健一、松尾三郎 （大阪府大・農・獣医・毒性）
J-23 腎虚血再灌流傷害に対するプラバスタチンの保護効果のメカニズム …………………………… 176

○社領　聡1、森　美由紀2、熊谷和善1、池田直子3、内田和幸4、伊藤勝昭2、池田正浩2

（1三共株式会社・安全性研究所、2宮崎大・農・家畜薬理、 
3県立宮崎病院・内科、4宮崎大・農・家畜病理）

J-24 Aquaporin-11の多量体形成に関わるアミノ酸配列の検討 ……………………………………… 176
○下野茉莉子1、安藤綾華1、高松夏子1、松崎利行2、小林克樹3、伊藤勝昭1、高田邦昭2、
石橋賢一3、池田正浩1

（1宮崎大・農・家畜薬理、2群馬大・生体構造解析、3千葉東病院・臨床研究センター）

15：22～15：58 石塚真由美（北大）
J-25 無拘束ラット線条体からのdeltamethrin誘発性dopamine放出に及ぼすtetrodotoxinおよび

nimodipineの影響 ……………………………………………………………………………………… 177
○鈴木忠彦1,2、佐藤紀夫1、佐藤　至1,2、小林晴男1,2

（1岩手大・農・獣医薬理、2岐阜大・連合獣医学研究科）
J-26 肝実質初代培養細胞でのautophagy調節機構について …………………………………………… 177

○河野　誠、中川博史、清宮健一、松尾三郎 （大阪府大・農・獣医・毒性）
J-27 新規アリルハイドロカーボン受容体のゼブラフィッシュ初期発生における役割 ……………… 177

○鴻巣尚子1、寺岡宏樹1、野々山桂子1、董　武1,2、平賀武夫1

（1酪農大・獣・毒性、2内蒙古民族大学・動物科技学院）
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K．日本実験動物医学会

一般演題
9月22日（金）第 2会場

演題番号 K-01～27（9：00～14：50）

9：00～9：20 岡本宗裕（鳥取大）
K-01 Babesia rodhaini弱毒株の感染に影響を及ぼすマウスの遺伝的素因 …………………………… 181

○辻　正義、岡　英樹、高橋弥生、田原亜希子、桑原さと子、石原智明
（酪農大・獣医学部）

K-02 マウス系統差によるCAR bacillusの伝播性に関する検討 ………………………………………… 181
○小久保年章1、池田　学1、白石美代子1、入谷理一郎2、渡邊香里2、中台妙子1、松下　悟1、
樋野興夫3 （1放医研, 順天堂大・基盤技術センター, 病理学、 

2サイエンス・サービス、3順天堂大・病理学）

9：20～9：50 松本耕三（徳島大）
K-03 甲状腺機能低下症マウスDW/J-grtの原因遺伝子はTpst2である ………………………………… 181

○佐々木宣哉1、細田弥生1、宮本智美2、三好一郎2、浅野　淳1、安居院高志1

（1北大・獣医・実験動物、2名市大・医学部・実験動物センター ）
K-04 WBN/Kob-fattyラット雌の育成期における制限給餌の糖尿病発症抑制効果について ………… 181

○秋元敏雄1、澤井信彦2、仲間一雅3

（1日本医科大学・実験動物管理室、2日本医科大学・第２解剖学教室、3静岡実験動物）
K-05 大麦抽出物の糖代謝・脂質代謝に及ぼす影響　－糖尿病モデルマウスと試験管内酵素反応に

よる検証－ ……………………………………………………………………………………………… 182
○手塚英夫1、李　香俊2、小林敏樹3、武川克志1、山縣然太朗4

（1山梨大・総合分析実験セ、2山梨大・院・社会医学、 
3（株）はくばく・研究開発部、4山梨大・院・社会医学）

9：50～10：20 手塚 英夫（山梨大）
K-06 トランスジェニックマウスを用いたアクチビンEの機能解析 …………………………………… 182

○関山一成、橋本　統、長谷川喜久 （北里大・獣医畜産・実験動物）
K-07 マウス卵受精時の多精拒否機構におけるユビキチン－プロテアソーム系の解析 ……………… 182

○関口　敏1、権　仲基2、秀嶋　信1、石井寿幸1、久和　茂1、和田圭司3、吉川泰弘1

（1東大・農学生命科学・実験動物、2国立全北大学校・獣医・実験動物、
3国立精神・神経センター・疾病研究4部）

K-08 マウス下垂体前葉におけるユビキチンC末端加水分解酵素1型の検索 ………………………… 182
○秀嶋　信、関口　敏、石井寿幸、久和　茂、吉川泰弘 （東大・農・獣医・実験動物）

10：20～10：40 森本正敏（佐賀大）
K-09 尿中Cartilage oligomeric matrix protein(COMP)の関節マーカーとしての有用性 …………… 183

○新井　恒、藤木　誠、三角一浩 （鹿児島大・農・家畜外科）



（76）（76）

K-10 ニホンザルの口腔に生じたノーマ（noma）の病態および治療成績 …………………………… 183
○木村　透、佐治俊幸、廣江　猛、小池崇子、窪田美津子

（大学共同利用機関法人　自然科学研究機構・動物実験センター）

10：40～11：00 松田幸久（秋田大）
K-11 ウサギ急性冠症候群モデルII：右冠動脈閉塞における検討３.病理学的検討 …………………… 183

○金井孝夫1、諸星康雄2、中山茂信3、池田忠生4

（1東京女子医大・実験動物中央施設、2北里大学医・実験動物、 
3北里大学医・動物センター、4日大医・生物）

K-12 ウサギ急性冠症候群モデルII, 右冠動脈閉塞における検討-4 …………………………………… 183
○諸星康雄1、金井孝夫2、中山茂信1、池田忠生4

（1北里大・医・実験動物、2東京女子医大・実験動物中央施設、 
3北里大・医・動物センター、4日大・医・生物）

11：00～11：20 御船弘治（久留米大）
K-13 カルシウムチャネル阻害剤、グルタミン酸レセプター阻害剤およびαカルシウム/カルモジュ

リン依存性プロテインキナーゼII 変異マウスを用いた自発運動量への影響と記憶に関する
解析 ……………………………………………………………………………………………………… 184

○高橋英機1,2、Paul Frankland2、Alcino Silva2

（1理化学研究所脳科学総合研究センター・リサーチリソースセンター、
2UCLA・Depart. of Neurobiology）

K-14 心拍変動のパワースペクトル解析を用いた雄ラットの射精前後における自律神経系活動の変
化に関する検討 ………………………………………………………………………………………… 184

○濱田篤志1、稲垣秀晃2、桑原正貴2、伊藤公一2、横須賀　誠1、齋藤　徹1、局　博一2

（1日獣大・獣医・比較動物医学、2東大・農・比較病態生理）

11：20～11：40 山口和人（山口大）
K-15 嗅覚忌避因子を用いたin vivo嗅覚障害検出系の確立 …………………………………………… 184

○広田富夫1、森田文雄1、和田直己2

（1大鵬薬品・安全性研究所、2山口大・農・獣医生理）
K-16 高電位中間波電磁場がマウス免疫能に与える影響の検討 ………………………………………… 184

堀口　昇1、○堺　寛2、山内豪人2、並木由佳2、浅野　淳2、佐々木宣哉2、林　正信1、
安居院高志2 （1酪農大・獣・放射線、2北大・獣・実験動物）

13：00～13：20 安居院高志（北大）
K-17 神経細胞変性を示すモデルラットにおける抗酸化剤の効果 ……………………………………… 185

○武藤由里1、米田美佐子1、三浦竜一1、佐藤建三2、甲斐知恵子1

（1東大・医科研　実験動物、2鳥取大・医　分子生物学）
K-18 カニクイザル胎仔脳における神経系細胞の分化とアポトーシス………………………………… 185

○豊島祐次郎1、関口　敏2、根岸隆之3、中村紳一朗4、吉川泰弘2、高橋公正1

（1日獣大・獣医・獣医病理、2東大・農学生命科学研究科・実験動物学、
3青山学院大学・理工学部化学生命科学科分子神経生物学研究室、4(社)予防衛生協会）
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13：20～13：40 二宮博義（麻布大）
K-19 マウス中大脳動脈の熱傷処置による新規永久閉塞モデルの開発………………………………… 185

○倉岡睦季1、古田隆久2、石井寿幸1、久和　茂1、吉川泰弘1

（1東大・農・実験動物、2東大・医科研・感染遺伝学）
K-20 カニクイザルを用いた局所脳虚血再灌流による梗塞モデルの脳機能評価……………………… 185

○齋藤直之1、間瀬光人2、成田勇人1、片貝祐子1、木村展之3、土田順子4、中村克樹4、和田直巳5、
小野文子1、寺尾恵治3、吉川泰弘6

（1社団法人　予防衛生協会、2名古屋市立大学・脳神経外科、
3医薬基盤研・霊長類医科学研究センター、4国立精神神経センター、 
5山口大・獣医生理学、6東大）

13：40～14：00 三好一郎（名市大）
K-21 マイクロ流体チップによるリンパ球性脈絡髄膜炎ウィルス抗体の検出 ………………………… 186

○池　郁生1、青木弘良2、加瀬　廣2、森川　茂3、滝本一広4、吉木　淳1、小幡裕一1、長棟輝行5、
山形　豊6 （1理研・BRC・実験動物、2(株)フューエンス、3感染研・ウイルス第一、 

4感染研・実験動物、5東大・化学生命工学、6理研・素形材工学）
K-22 カニクイザルを用いたBSE発症モデル系の確立 …………………………………………………… 186

○小野文子1、田勢直美2、冷岡昭雄1、大山　篤1、土田順子3、和田直己5、山河芳夫4、
佐多徹太郎4、寺尾恵治2

（1予防衛生協会、2基盤研　霊長類センター、3神経センター、4感染研、5山口大）

14：00～14：20 山本　博（富山大）
K-23 遺伝子欠損サル/ヒト免疫不全キメラウイルスワクチン接種による感染防御効果の検討－腸

管粘膜免疫細胞群の動態解析を主体として－ ……………………………………………………… 186
○伊吹謙太郎、深澤嘉伯、姫野　愛、斉藤尚紀、元原麻貴子、稲葉一寿、松田健太、
松山めぐみ、速水正憲、三浦智行

（京都大学ウイルス研究所・感染症モデル研究センター）
K-24 ウイルス血症が抑制されているSHIV感染アカゲサルでも小腸では絨毛萎縮とCD4陽性T細

胞の減少が認められる ………………………………………………………………………………… 186
○稲葉一寿、深澤嘉拍、堀内励生、松田健太、松山めぐみ、姫野　愛、伊吹謙太郎、速水正憲、
三浦智行 （京大・ウイルス研　霊長類モデル）

14：20～14：50 岡田利也（大阪府大）
K-25 マウス眼球の血管構築：樹脂鋳型走査型電子顕微鏡法による立体的観察……………………… 187

○二宮博義、猪股智夫、吉田しおり （麻布大・獣医・実験動物学）
K-26 腫瘍における血管の新生と増殖過程：樹脂鋳型走査型電子顕微鏡法による観察 ……………… 187

○吉田しおり、猪股智夫、二宮博義 （麻布大・獣医・実験動物学）
K-27 マウス胚性幹（ES）細胞移植によるテラトーマ形成：移植部位における腫瘍の成長及び組

織学的差異の検索 ……………………………………………………………………………………… 187
○北野真見1、柿沼美智留1、清水川理恵2、八神健一2、石井寿幸1、久和　茂1、吉川泰弘1

（1東大・実験動物、2筑波大・生命科学動物資源センター）
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関連集会等

1）獣医薬理学・毒性学若手勉強会：9月23日（土）　9:00～10:20, 第5会場
　　「獣医薬理学・毒性学実習の問題点と今後のあり方について」

2）動物サイトカイン研究会　第4回学術集会： 9月24日（日）　9:00～12:00, 第3会場　
　　参加：自由（無料）
　　1．動物サイトカイン研究会総会
　　2．研究助成課題発表
　　　　「ウシ肝細胞増殖因子HGFの発現とその機能」
　　　　　　　　　　　　　　　　　木村和弘（北海道大学）
　　　　「牛のウイルス持続感染症における牛インターフェロンτの臨床応用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　小原潤子（北海道立畜産試験場）
　　　　「猫の好酸球に対するIL-5の作用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　中里亜由美（東京農工大学）
　　　　「消化管平滑筋でのマスト細胞増殖因子（SCF）の発現」
　　　　　　　　　　　　　　　　　森本将弘（山口大学）
　　3．一般講演




